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注記



オーナーズマニュアル

本オーナーズマニュアルは、モーターサイクルの操作、お手
入れ、メンテナンスについて説明しています。また、重要な
安全情報も記載されています。モーターサイクルに最高の性
能を発揮させ、安全かつ楽しく走行していただくためにも、
本マニュアルの指示には厳密に従ってください。

本マニュアルには、操作上の指示および、簡単なメンテナン
スの手順が記載されています。大掛かりな修理については、
ハーレーダビッドソン サービスマニュアルで説明していま
す。大掛かりな修理には熟練した専門技術者の確認と特別な
工具や設備が必要です。ハーレーダビッドソン ジャパン正規
販売網店は、価値あるサービスを提供するために必要な施設
や経験を備えており、また純正ハーレーダビッドソンのパー
ツを揃えています。排ガスシステムもメンテナンスは、ハー
レーダビッドソン ジャパン正規販売網店で行うことを推奨し
ます。

ハーレーダビッドソンは、仕様や装置、設計などを予告なし
に変更する権利を留保しており、何らかの義務も負うことは
ありません。

本マニュアルはモーターサイクルの固定部品とみなされます。
よって、モーターサイクルを転売される際は、必ず添付して
ください。

顧客サービスサポート

販売またはサービスに関する問題のほとんどは、販売網店で
解決します。

1. 販売網店の販売、サービスまたはパーツの部門の担当者
に、問題について説明してください。 それでも問題が解
決しない場合は、販売網店のオーナーまたは総支配人に
ご相談ください。

2. 問題が販売網店で解決できない場合は、ハーレーダビッ
ドソンのカスタマーサポートセンターへお問い合わせく
ださい。 Harley-Davidson Motor Company Attention:
Harley-Davidson Customer Support Center P.O. Box 653
Milwaukee, Wisconsin 53201 1-800-258-2464 (米国のみ)
1-414-343-4056

米国以外のお客様は、お近くのハーレーダビッドソンマーケッ
トオフィスまたは電話番号1-414-343-4056にご連絡いただく
か、harley-davidson.com をご覧ください。

は
じ

め
に
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表1。 車両および個人データ

販売網店の情報個人情報
購入日:

名前:名前:
住所:住所:
住所:住所:
営業担当者:VIN(車台番号):
サービス担当者:キー番号:

2 はじめに



安全性の定義

このマニュアルで、「警告」または「注意」という見出しの
付いた説明は非常に重要です。

警告

警告を無視すると、死亡事故または重大な人身事故を引き起
こす危険性があることを知らせます。 (00119a)

注意

注意を無視すると、中程度のケガをする可能性があることを
知らせます。 (00139a)

ご注意

注記を無視すると、車両に損傷を与える可能性があることを
知らせます。 (00140b)

注記
重要な参照情報は斜体で記載されています。これらの項目に
は、特に注意を払ってください。

セーフティーインフォメーション

警告

インターコムのボリュームやその他のコントロールの調整は、
乗車前に済ませておき、運転中の調整は最低範囲となるよう
に心がけてください。 注意力が運転から逸れると車両のコン
トロールを失う原因となり、死亡事故や重大なケガにつなが
るおそれがあります。 (00088b)

警告

運転前にCBチャンネル、スケルチしきい値およびボリューム
を設定し、運転中の調節を最小限に抑えます。 注意力が運転
から逸れると車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00089a)

警告

車両の安全運転の妨げとなるため、交通音を遮断したり、集
中力が散漫になったりするような音量に設定しないでくださ
い。 周囲への注意力が影響を受けるようなサウンドシステム
の使い方は、車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00539b)

ご注意

このユニット内部の全てのパーツは、お客様ご自身では整備
ができません。整備については、認可を受けた整備テクニシャ
ンにお任せ下さい。 装置を分解すると、機器に損傷や故障が
発生します。 (00172a)

本マニュアルでは、Boom!™ Boxインフォテインメントシステ
ムの操作について説明します。 お使いのモーターサイクルと
そのインフォテインメントシステムの機能や操作の習得のた
めに時間をとることで、全機能を安全かつ快適にお使いいた
だけます。 本マニュアルをよくお読みになり、車両に常備し
て、いつでも参照できるようにしてください。 本マニュアル
のオンラインコピーはserviceinfo.harley-davidson.comで入
手可能です。

安
全

運
転

の
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め
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ライダーの安全に関する重要な情報については、車両のオー
ナーズマニュアルを参照してください。

本マニュアルや車両のマニュアルに記載されているすべての
警告、注意、安全へのヒントに従ってください。

「図1」を参照してください。 本システムの機能は、注意力
や安全な走行の妨げとならない範囲で使用してください。 走
行中の最優先事項は、常に、車両の安全な操作です。 走行中
は、すべての交通規制に従ってください。

注記
[ACCEPT (承認)]を選択しないと、承認画面は15秒後に消えま
す。

走行中は、十分な注意を払ってください。 常に道路から目を
離さず、運転に集中してください。 機能の中には、注意力の
散漫を防ぐために、走行中にロックされているもの、使用で
きないもの、または機能が制限されているものがあります。
使用できる機能でも、モーターサイクルの安全な操作の妨げ
にならないように使用してください。

安全のため、システムのプログラムは停止時に行ってくださ
い。 システムを設定し、インフォテインメントシステムのコ
ントロールと機能に慣れてから、モーターサイクルを路上で
運転してください。

本システムは、地域の安全性、道路状況、緊急サービスの利
用可能性などに関する警告できません。

本システムは、使用が法的に認められている場所でのみ使用
してください。

システムの設定や操作に関する追加の手順や情報については、
ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店にお問い合わせ
いただくか、serviceinfo.harley-davidson.comにあるオンラ
インリソースを参照してください。

1154098

図1。 警告および承認

ナビゲーション

ナビゲーション、レーンの区別、道路情報機能は、走行中の
ライダーを補助するためのものです。走行中は、実際の道路
状況の判断と観察を常にご自分で行ってください。状況によっ
ては、ナビゲーションデータベースで提供される情報が不完
全な場合、不適切な場合、または古い場合があります。道路
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状況と道路交通法規制(左折禁止、通行止め、一方通行、工事
中の迂回など)は、頻繁に変わります。本システムの指示に従
う前に、その指示を安全かつ合法的に実行できるかどうかを
確認してください。

ルート案内に従うのが困難な場合や、新しいルートの設定が
必要な場合は、必要に応じて安全な場所に駐車してください。
状況によっては、車両の場所が一時的に不正確に表示される
場合や、地点間の距離が正しく表示されない場合があります。

ルートを他のデバイスやWebサイトからインポートする場合
は、インポートしたデータの正確性や信頼性が限られている
場合があることを理解してください。また、別のデバイスや
Webサイトからデータファイルをインポートする際は、互換性
に制限がある場合もあります。

ナビゲーションルートの設定や再確認は、車両を停止して行っ
てください。長距離の走行の場合は、乗車の前にルートの計
画と再確認を行ってください。ナビゲーションデータベース
にアップデートをインストールして、入手できる最新の情報
を維持してください。

乗車前のチェックリスト

諸機能が十分に活用できるよう、また路上で注意散漫になら
ないよう、乗車の前にお好みの設定にしておいてください。

• 明るさ、背景色、デイ/ナイトカラーモードの設定。

• プリセットとお気に入りの設定。

• オーディオ設定の調節(ボリューム、トーン、フェード、
ヘッドセット/スピーカーの選択)。

• Bluetoothによる電話機能のペアリング、接続、設定。

• USBデバイスの接続。

• ラジオ局またはメディアの選択。

• 乗車およびナビゲーションの設定。

• CBおよびインターコムの設定。

• ヘッドセットの接続および装着。

緊急電話番号

緊急電話番号を設定すると、必要な際に役立つ場合がありま
す。 「電話をかける (ページ 123)」を参照してください。

装備システムでは、付近の緊急施設の電話番号と施設へのナ
ビゲーションも用意されています。 「ルート (ページ 149)」
を参照してください。

緊急時のCBの操作

CBを搭載した車両では、チャンネル9がほとんどの国で緊急用
に予約されています。このチャンネルを緊急用または支援用
に使用する場合、問題の特徴と地域を明確にしておきます。
応答がない場合、別のチャンネルを試すか、支援を得る他の
方法を探してください。

熱出力の低下

「図2」を参照してください。 ラジオに熱がこもっているこ
とが検出されると、「ラジオが高温になっているので停止し
ます」という警告が画面に表示されます。 警告を表示してか
ら15秒後、自動的に停止処理を開始するようになっています。

安全運転のために 5



温度が下がるまでには5分ほどかかります。 ラジオを再起動
します。 再起動に失敗する場合は、さらに冷却時間をとって
ください。

1174396

図2。 [Thermal Shut Down (高温のため停止)]画面
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基本操作

安全

このクイックスタートガイド、車両のオーナーズマニュアル
およびBoom! Boxのオーナーズマニュアルに記載されている、
全ての警告、注意事項および安全のヒントに従ってください。

警告

インターコムのボリュームやその他のコントロールの調整は、
乗車前に済ませておき、運転中の調整は最低範囲となるよう
に心がけてください。 注意力が運転から逸れると車両のコン
トロールを失う原因となり、死亡事故や重大なケガにつなが
るおそれがあります。 (00088b)

警告

運転前にCBチャンネル、スケルチしきい値およびボリューム
を設定し、運転中の調節を最小限に抑えます。 注意力が運転
から逸れると車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00089a)

警告

車両の安全運転の妨げとなるため、交通音を遮断したり、集
中力が散漫になったりするような音量に設定しないでくださ
い。 周囲への注意力が影響を受けるようなサウンドシステム
の使い方は、車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00539b)

ご注意

このユニット内部の全てのパーツは、お客様ご自身では整備
ができません。整備については、認可を受けた整備テクニシャ
ンにお任せ下さい。 装置を分解すると、機器に損傷や故障が
発生します。 (00172a)
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コントロール

フェイスプレート

1

10 6

789

432

5

1142080

電源/ミュート6.ホーム1.
設定7.オーディオ2.
コミュニケーション8.ナビゲーション3.
お気に入り9.電話4.
オーディオ設定10.情報(車両ステータス)5.

図3。 フェースプレートホームスクリーン選択項目

表2。 フェースプレートホームスクリーン選択項目

結果プレス
ホーム画面を表示します。 ホーム画面とアクティブメディアを切り替えます。1 [ホーム]
利用可能な選択項目: オーディオ、ナビゲーション、電話、設定、通信、お気に入り。

8 クイックスタートガイド



表2。 フェースプレートホームスクリーン選択項目

結果プレス
オーディオコンテンツ情報とアクティブソースを表示します。2 [オーディオ]
利用可能な選択項目: AM、FM、WB (ウェザー バンド)。
オプションの選択項目:接続されている場合:iPod、USBメディア、Bluetoothオーディオ。
装備車の場合: SiriusXM。
現在位置がわかるマップを表示します。3 [ナビゲーション]
利用可能な選択項目:検索、メニュー、停止ルート、高速道路のサービス(高速道路上での
み表示されます)、データウイング(右、左)、ズーム(拡大、縮小)。
情報表示:現在の道路、コンパス、次の道順、次の道順までの距離、次の道路、リピート。
繋がった状態でメニューを表示します。4 [電話]
利用可能な選択項目: 通話、連絡先、メッセージ、キーパッド、SOS。
車両ステータスを表示します。5 [情報]
利用可能な選択項目: 情報、エンジン/フューエル情報、乗車サマリー、TPMS (CVOのみ)。
電源のオンとオフ(3秒間押したまま)を切り替えます。6 [ミュート/電源]
オーディオをミュートするか一時停止します。
システムの設定を構成します。 車両に乗車する前に行います。7 [設定]
利用可能な選択項目: オーディオ設定、表示、グローバルプリセット、キーボード、
Bluetooth設定、ワイヤレスヘッドセット、ユニット、時計、リアコントロール、システ
ム情報、言語、プロジェクションモード。
有効な通信デバイスを表示します。8 [通信]
利用可能な選択項目: インターコム(有効な場合)、市民バンド(CB、装備車の場合)。
保存したお気に入りを表示します。9 [お気に入り]
利用可能な選択項目: チューナー、メディア、電話、目的地。
オーディオ設定画面を表示します。10 [オーディオ設定]
利用可能な選択項目:バス、トレブル、オーディオルーティング、フェード、ボリューム。
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左ハンドコントロール

3

5

6

1

2

4

om01712

図4。 左ハンドコントロールのオーディオ機能(例)

表3。 左ハンドコントロールのオーディオ機能

機能氏名アイ
コン

アイ
テム

短く押す: 現在の画面と
[Home(ホーム)]画面を切り替えま
す。
長く押す: クイックジャンプ画面
を切り替えます。

ホーム1

メディア: 前のメディアファイ
ル。
チューナー: チューニング/下に
シーク。

前に戻る/
シークダウ
ン

2

メディア: 次のメディアファイ
ル。
チューナー: チューニング/上に
シーク。

次に進む/
シークアッ
プ

3

ボリュームを上げます。ボリューム
アップ:

4

ボリュームを下げます。ボリューム
ダウン

5

音声認識セッションを開始しま
す。
また、長押しすると、Bluetooth
でペアリングされたiPhoneのSiri
が開始され、ヘッドセットを接続
している場合はApple CarPlayが
起動されます。

音声認識6
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クイックジャンプ

左ハンドコントロールで[Home (ホーム)]ボタンを長押ししま
す。 これによりクイックジャンプ画面が表示されます。

4

2

5 3

1

1172336

ホーム1.
ナビゲーション2.
情報(車両ステータス)3.
電源/ミュート4.
オーディオ設定5.

図5。 クイックジャンプ

右ハンドコントロール

1
2

4

3
79

6

5

8

1153744

図6。 右ハンドコントロールのオーディオ機能
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表4。 右ハンドコントロールのオーディオ機能

機能氏名アイコ
ン

アイ
テム

短く押す: 前の画面に戻る。
長く押す: ノーマルデイカラーと
ハイコントラストカラー間で画面
を切り替え。

Back (戻
る)

1

CBスケルチレベルを上げる(装備車
の場合)。

CBスケル
チ+

2

CBスケルチレベルを下げる(装備車
の場合)。

CBスケル
チ-

3

長押しすると、CBまたはインター
コム上で送信する(装備車の場
合)。

CBプッ
シュトゥ
トーク

4

選択肢全体を通して、反転表示部
分を上に移動させます。

カーソル
アップ

5

選択肢全体を通して、反転表示部
分を右に移動させます。 チュー
ナー:次のプリセットに進みます。

カーソル
ライト

6

選択肢全体を通して、反転表示部
分を下に移動させます。

カーソル
ダウン

7

選択肢全体を通して、反転表示部
分を左に移動させます。 チュー
ナー:前のプリセットに戻ります。

カーソル
レフト

8

強調表示された項目を選択しま
す。

セレクト/
エンター

9

基本操作

システムのオン/オフ

注記
オ ー デ ィ オ の ミ ュ ー ト を オ ン ま た は オ フ に す る に は 、
[Power/Mute (電源/ミュート)] (1)を短く押します。

1. 電源をアクセサリー、イグニッション、またはラン(CVO)
に切り替えます。

2. 「図7」を参照してください。ラジオの電源をオンにする
には、電源/ミュート(1)を押します。

1

1154988

電源/ミュート1.

図7。 システムのオン/オフ

3. 「図8」を参照してください。 警告を読み、[Accept (同
意する)]を選択します。
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図8。 警告および同意

4. ラジオの電源をオフにするには、電源/ミュート(1)ボタ
ンを3秒間押したままにします。

ラジオ

ソースの選択

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 「図9」を参照。 選択: [Source (音源)]フィールド。

a. チューナー: AM - FM - WB (EUの場合は選択肢が異なり
ます)。

b. メディア: [USB] (接続されている場合)、[Phone
(Bluetooth) (電話(Bluetooth))]、[SiriusXM] (装
備している場合)。

2

1

3

1181784

[Source (音源)]フィールド (選択可)1.
チューナーまたはメディアの選択2.
プリセット (1～5、最大20件)3.

図9。 音源の選択

放送局のシークおよび保存

1. 「図10」を参照してください。選択:左ハンドコントロー
ルの[Seek Down (シークダウン)] (1)または[Seek Up (シー
クアップ)] (2)。
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2. 「図9」を参照してください。画面のプリセットをビープ
音が発生するまで長押しします。

21

1155643

Seek Down (シークダウン)1.
Seek Up (シークアップ)2.

図10。 ラジオ局のシーク

セットアップ

注記
ラジオのフェイスプレートにある[Audio Settings (オーディ
オ設定)]ボタンはショートカットとして同じ調整ができます。

オーディオ設定

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Setting (オーディオ設定)]。

2. 調整: [Bass (バス)]または[Treble (トレブル)]。

スピーカーまたはヘッドセットの選択(ヘッドセッ
トが接続されている場合)

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Settings(オーディオ設定)]>[AudioRouting(オーディオ
のルーティング)]。

2. 「図11」を参照してください。 選択: [Speaker (スピー
カー)]または[Headset (ヘッドセット)]。
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1155073

図11。 スピーカーまたはヘッドセット

スピーカーボリューム

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Settings (オーディオ設定)] > [Speaker Volumes (スピー
カーボリューム)]。

2. 調整:[Media/Tuner(メディア/チューナー)]、[PromptNav
(ナビゲーションプロンプト)]、[Phone (電話)]、[CB]、
[Beep (ビープ音)]。

BLUETOOTH

電話またはその他のデバイスのペアリング

1. お使いのデバイスでBluetoothを有効にします。

2. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]

3. プロンプト: [No device connected. Would you like to
connectadevice?(デバイスが接続されていません。デバ
イスを接続しますか)]。

a. 選択: [Yes (はい)]。

4. 選択: [Add new device (新しいデバイスを追加)]。

5. プロンプト: [Does PIN match on device? (デバイスのPINと
一致しますか)]。

a. オーディオシステムとデバイスのPIN (自動生成)を
確認してください。

b. 選択: [Yes (はい)] (番号が一致する場合)。

6. プロンプト: [Would you like to set an Emergency number?
(緊急番号を設定しますか)]。

a. 選択:: [Yes (はい)]または[No (いいえ)]。
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ストリーミングオーディオ

注記
デバイスを使用する前には、まずBoom!オーディオシステムと
ペアリングする必要があります。「Bluetooth(ページ 114)」
を参照。 デバイスは、Bluetoothオーディオストリーミング
プロファイルにも対応している必要があります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 「図9」を参照してください。選択:[Source(音源)]フィー
ルド。

3. 選択: [Phone (Bluetooth) (電話(Bluetooth))]。

電話

電話をかける

注記
• Boom!Boxインフォテインメントシステムで電話を使用する

前に、まずオーディオシステムとペアリングする必要があ
ります。 「Bluetooth (ページ 114)」を参照。

• Bluetoothで電話を発着信するには、マイク付きのハーレー
ダビッドソンヘッドセットが必要です。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]

2. 「図12」を参照してください。 選択: 電話メニューのア
イコン。

1181802

図12。 電話メニュー

電話を受ける

選択: [Accept (応答)]または[Ignore (無視)]。

音声認識

注記
テレプロンプターは、[VoiceRecognition(音声認識)]スイッ
チを押すと表示されます。 テレプロンプター画面には、よく
使用するコマンドとともに他のコマンドを表示するための行
アイテムが表示されます。
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1. 「図4」を参照してください。 選択: [Voice recognition
(音声認識)]。

2. ビープ音が聞こえたら、ヘッドセットのマイクに向かっ
て落ち着いて通常の声で音声コマンドを発してください。

ナビゲーションシステム

地図の表示

注記
詳細については、Boom! Boxのオーナーズマニュアルを参照し
てください。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 「図13」を参照。 選択: [Search (検索)]または[Menu (メ
ニュー)]アイコン。 目的地を探すための開始点です。

21

1181809

[Search (検索)]アイコン1.
[Menu (メニュー)]アイコン2.

図13。 地図の表示

カテゴリーからの選択

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]アイコン。

3. 「図14」を参照してください。 選択: [Category (カテゴ
リー)]アイコン。
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1 2 3 4 5

1264659

フューエル1.
食べ物2.
宿泊施設3.
ハーレーダビッドソン販売店4.
緊急5.

図14。 カテゴリー

アドレスの入力

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]アイコン。

3. 選択: [Search (検索)]。

4. 「図15」を参照してください。 プロンプト: [Search (検
索)]: Near Me (現在地周辺)

a. Input address of location (住所の入力)。

1164349

図15。 アドレスの入力

目的地の保存: ホーム

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]アイコン。

3. 選択: [Go Home (自宅へ帰る)]アイコン。
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4. [Set Home (ホームの設定)]画面で目的地を選択します(検
索の実行、最近の目的地の選択、POIまたは保存ファイル
の選択)。

5. 選択: [Save (保存)]。

6. 選択: [As Home (ホームとして保存)]。

目的地へのルート: ホーム

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]アイコン。

3. 選択: [Go Home (自宅へ帰る)]アイコン。

クイックスタートガイド 19
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本書で使用する略語

「表5」を参照してください。 本書を通じて使用される略語
を示します。

表5。 略語

説明略語
2次元2D
3次元3D
オートマチックボリュームコントロールAVC
BluetoothBT
BluetoothオーディオBTA
BluetoothヘッドセットBTHS
市民バンドCB
通信COM
カスタムビークルオペレーションCVO
ディスプレイDISP
エンジンアイドル温度マネジメントシステムEITMS
グローバルポジショニングシステムGPS
ナビゲーションNAV
ニューテクノロジーファイルシステムNTFS
お気に入りの場所POI
プッシュ・トゥ・トークPTT
無線データシステムRDS
ラジオブロードキャストデータシステムRBDS
Traffic Announcement (交通情報案内)TA
Traffic Program (道路情報プログラム)TP
全高調波歪みTHD
交通メッセージコントロールTMC

表5。 略語

説明略語
タイヤ圧監視システムTPMS
ユニバーサルシリアルバスUSB
音声制御送受信切替装置VOX
ワイヤレスヘッドセットインターフェースモ
ジュール

WHIM

本書で使用した定義

パンくずリスト

パンくずリストはナビゲーション補助機能のひとつで、どの
ようにたどって特定の機能に到ったかを表す文字列です。 た
どって来た各項目を、「>」記号で区切って示します。

例: 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Settings (オーディオ設定)] > [Audio Routing (オーディオの
ルーティング)] > [Volumes (ボリューム)] > [Speaker Volumes
(スピーカーのボリューム)]。

メディアのしぼり込み

「図16」を参照してください。選択:[Mediafilter(メディア
のしぼり込み)]アイコン。 USBポート経由で接続されている
ファイルに関連するカテゴリーを表示します。

機
能

と
仕

様
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図16。 メディアのしぼり込み

[Menu (メニュー)]アイコン

「図17」を参照してください。 選択: [Menu (メニュー)]アイ
コン。追加オプションのメニューが開きます。このボタンを
再度選択すると、元の画面に戻ります。

1182531

図17。 [Menu (メニュー)]アイコン

[Multi-page (複数ページ)]インジケーター

「図18」を参照してください。[Multi-page(複数ページ)]イ
ンジケーターが表示されている場合、左右にスワイプすると
他の画面に切り替わります。
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図18。 [Multi-page (複数ページ)]インジケーター

[SiriusXM Categories (SiriusXMカテゴリー)]アイ
コン

「図19」を参照してください。 [SiriusXM (SXM)]アイコンを
押すと、カテゴリーのリストが表示されます。ジャンル、アー
ティスト、曲で選択できます。

1183477

図19。[SiriusXMCategories(SiriusXMカテゴリー)]アイコン

[Station Categories (局のカテゴリー)]アイコン

「図20」を参照してください。 [Station Categories (局のカ
テゴリー)]アイコンを押すとカテゴリーが表示され、専用の
スキャン機能を呼び出せるようになっています。
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図20。 [Station Categories (局のカテゴリー)]アイコン

仕様

モデル、仕向地、製造年ごとに、利用できる機能と利用でき
ない機能とがあります。 本マニュアルのほとんどの画面表示
は、GTSラジオの表示です。

工場出荷時には、表6、表7に示したラジオと機能とが装備さ
れています。 また、「システム情報 (ページ 71)」も参照し
て、車両に付属のハードウェア、ソフトウェア、およびナビ
ゲーションデータベースを確認してください。

表6。 Boom! Boxラジオのモデルごとの違い

特徴*モデル
画面サイズは対角165mm (6.5 in)。 ラジオ
フェースはガラス製で、4つの固定キーボタ
ンが付いています。スプラッシュ画面にはH-
Dバーとシールドロゴが表示されます。

GTS

画面サイズは対角165mm (6.5 in)。 ラジオ
フェースはガラス製で、4つの固定キーボタ
ンが付いています。スプラッシュ画面には、
CUSTOM VEHICLE OPERATIONSロゴが表示されま
す。

GTS (CVO)

表7。 インフォテインメントシステムの機能

GTS
(CVO)

GTS機能

XXチューナー1

XXメディアの再生
XX電話
XX音声コマンド
XX車両ステータス
XWHIM (ワイヤレスヘッドセットインター

フェースモジュール)
XCBラジオ2

XXライダー/パッセンジャーインターコム3

X気象警報2、5

XXナビゲーション2
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表7。 インフォテインメントシステムの機能

GTS
(CVO)

GTS機能

XSiriusXMラジオおよびサービス2、4

1 周波数帯域、DABとRDS機能は地域によって異なります。
2 利用できない地域もあります。
3 パッセンジャーヘッドセット搭載モデル。
4 アクティベーションが必要です。
5 CB装備車のみ。

表8。 ディスプレイ

説明アイテム
防水WVGATFTMVA-PSVカラータッチスクリーンスクリーン
英語(米国)、英語(英国)、チェコ語、オラン
ダ語、フランス語(カナダ)、フランス語(フ
ランス)、ドイツ語、イタリア語、日本語、
ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ポ
ルトガル語(ポルトガル)、ロシア語、スペイ
ン語(メキシコ)、スペイン語(スペイン)、ト
ルコ語

言語

デイカラー、ナイトカラー、センサーによる
自動切換のいずれか

デイ/ナイトカ
ラーモード

6色から選択可背景色
デイカラーモードまたは自動カラーモードの
とき選択可

ハイコントラ
ストデイカ
ラー

手動調整、またはセンサーで自動調整明るさの調節

表9。 コントロール

説明アイテム
ホーム、情報、オン/オフ/ミュート、
オーディオ設定、4つの固定キータッチ
スクリーンボタン

照光式フェイスプ
レートコントロー
ル

ホーム/ボリューム/シーク/前/次、音声
認識、CBPTT(プッシュ・トゥ・トーク)/
スケルチ、カーソル/選択、戻るスイッ
チ

一体型ハンドル
バーコントロール

PTT(プッシュ・トゥ・トーク)/VOL±(ボ
リューム)、MODE (モード)/UP (アッ
プ)/DOWN (ダウン)スイッチ

一体型パッセン
ジャーコントロー
ル

フルキーボード、スマートスペラー付き
フルQWERTYキーボード

キーボード

タッチスクリーンスクリーン選択

表10。 Bluetooth

説明アイテム
メディアストリーミング、通話、電話帳
ダウンロード、テキストメッセージ通知

ファンクション

Hands-Free Calling Profile (HFPサービ
ス、HFPAG/HFPHFサービス)、Phone Book
Access Profile (PBAP)、A2DP/AVRCP
(AV/Musicサービス、A2DPシンク/ソース
サービス)、Message Access Profile
(MAP)、HFP+PBAP+AV Profile (同時使
用)、MP3、MPEG-4AAC、WMA、WAV

プロトコル

最大6台デバイスのペアリ
ング
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表10。 Bluetooth

説明アイテム
電話用に1、メディア用に1接続
30 ft (9 m)通信距離(概算)

表11。 チューナー

説明アイテム
AM、FM、MW、LW、DAB+、CB。
サテライトラジオおよびウェザーバンド
(地域によって異なる)。

チューナーのバン

ド1

20サテライトラジオ、15FM/DAB+、5AM、
5 LW、5 MW、5ウェザーバンド

チューナープリ
セット

最大4ページ、トータルで20グローバルプリ
セット

チューン、シーク、スキャン、プリセッ
トスキャン

チューニングモー
ド

6お気に入り
選択可能カテゴリーフィル

タリング(PTY)
地域によって異なります。局リスト
地域によって異なります。RDS/RDBS
交通情報案内/道路情報番組、代替周波
数切り替え、地域化(地域によって異な
ります)

RDS機能

地域によって異なります。シングル/デュアル
チューナー

7チャンネル、5プリセットウェザーバンドの
チャンネル

表11。 チューナー

説明アイテム
地域を選択します。CBモジュールが必要
です。

気象警報

WB1-162.400MHz、WB2-162.425MHz、WB3-
162.450 MHz、WB4-162.475 MHz、WB5-
162.500 MHz、WB6-162.525 MHz、WB7-
162.550 MHz

ウェザーバンド周
波数

GPS/RDS/ユーザーが選べる時間設定、タ
イムゾーンの自動調整

Clock (クロック)

1 周波数帯域とRDS機能は地域によって異なります。
2 利用できない地域もあります。
3 パッセンジャーヘッドセット搭載モデル。
4 アクティベーションが必要です。
5 CB装備車のみ。

表12。 [Media (メディア)]

説明アイテム
デバイス1台につき20メディアのプリ

セット
USBフラッシュドライブ、Appleデバイス
(iAP2、iUI)、PlaysForSureデバイス、
SDRAMカード(リーダー付き)

サポートされてい
るメディアデバイ
ス

exFAT、FAT16、FAT32、NTFS、HFS+(デー
タのインポート/エクスポートとソフト
ウェアのアップデートにはexFAT形式が
必要)

USBデバイスの互換
性
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表12。 [Media (メディア)]

説明アイテム
MP3、MP4、MPEG-4AAC、M4A、M4B、WAV、
WMA

メディアファイル
の再生
(USB/PlaysForSure)

MP3、MPEG-4AAC、WMA、WAVメディアファイル
の再生(Bluetooth)

Appleデバイスでデコードされ再生され
るiPod対応ファイルタイプすべて

メディアファイル
の再生(Appleデバ
イス)

USB 2.0、5 V、充電電流1.0 AUSBポート
リピート、シャッフル、検索、
Bluetoothストリーミング、一時停止/再
開

メディアコント
ロール

Apple iPodのプレイリストすべてサポートされるプ
レイリスト(Apple)

ASX、WPL、M3U、PLS、XML、RMPサポートされるプ
レイリスト
(USB/PlaysForSure)

表13。 オーディオ

説明アイテム
スピードに応じて4段階で自動調整+オ
フ設定

スピードボリューム

スピーカー/ヘッドセットのオーディオ
ルーティング(チューナー、通信デバイ
ス、電話)は調整可能

オーディオルーティ
ング

オーディオトーンおよびフェードの調
整

サウンド調整

表13。 オーディオ

説明アイテム
7ピンDIN (保護キャップ付き) (ヘッド
セットポートの数は車両の構成によっ
て異なります)

ヘッドセットコネク
ター

ヘルメット搭載型7ピンDINヘッドセッ
ト(マイクブーム付き)(非搭載型のヘッ
ドセットもオプションにあり)

ヘッドセット(有線)

マイク付きBoomAudio20SEVOBluetooth
ヘルメットヘッドセット(CVO)

ヘッドセット(ワイヤ
レス)

15段階調整+完全オン/完全オフスケルチ
1チャンネルあたり25 W (GTS)または75
W (GTS CVO)

出力

密閉フロントスピーカーハウジング2
個、バスポートリアスピーカー2個
(Tour-Pak搭載モデル)、サドルバック
スピーカー2個(FLHXSEおよびFLTRXSE)
2フェアリングロアスピーカー(FLHXSE)

スピーカーの構成

6.5in、1.7Ω、88.9dB、75～16.2kHz、
51 W

スピーカー、フェア
リング: Touringおよ
びTrike

6.5 in、1.7 Ω、88.9 dB、75 Hz ～ 16.2
kHz、51 W

スピーカー、Tour-
Pak: Touringおよび
Trike

6.5 in、1.7 Ω、91.5 dB、75 Hz ～ 20
kHz、75 W

スピーカー、フェア
リング:
FLHTKSE
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表13。 オーディオ

説明アイテム
6.5 in、2.0 ohm、91.5 dB、75Hz-
20kHz、75 W

スピーカー、フェア
リングロア:
FLHTKSE

6.5 in、1.7 Ω、91.5 dB、75 Hz ～ 20
kHz、51 W

スピーカー、Tour-
Pak:
FLHTKSE

6.5 in、1.7 Ω、91.5 dB、65 Hz ～ 20
kHz、150 W

スピーカー、フェア
リング:
FLHXSE

5 x 7 in、1.7 Ω、91 dB、60 Hz ～ 20 kHz、
150 W

スピーカー、サドル
バッグ:
FLHXSE

内蔵25 Wアンプ(全モデル、CVOの場合
はオフ)、75 Wフェアリングアンプ
(CVO)、左サドルバッグ75W外付けアン
プ(FLHXSEおよびFLTRXSE)、右サドル
バッグ75 Wサードアンプ(FLHXSE)

アンプ - チャンネル
当たりのワット数

<1.5% THD+N歪み

表14。 電話

説明アイテム
着信/発信、通話履歴、ミュート/ミュー
ト解除、電話帳ダウンロード、緊急通
話、POI (ポイントオブインタレスト)ダ
イヤル

機能

最大60通話(受信20、不在着信20、発信
20)

通話履歴

表14。 電話

説明アイテム
最大200件(相手先または電話番号)電話番号の保存
電話機リストについてはwww.H-D.comを
参照してください。

互換性のある電話
機

一度に1通話のみ。 キャッチホンおよび
三者通話は利用できません。

利用できる通話

USB (メディアおよび充電のみ)、
Bluetooth(通話、テキストメッセージ、
ストリーミングメディア)

接続

着信SMSメッセージ(文字読み上げ機能付
き)、発信テキストメッセージ自動返信
(一部のデバイスでは利用不可)

テキストメッセー
ジ

信号強度、バッテリーレベル、バッテ
リー低下、テキストメッセージ通知の各
インジケーター

インジケーター

プリセット着信音が4つ、カスタム着信
音が1つ(メディアファイルからインポー
ト)

着信音
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表15。ワイヤレスヘッドセットインターフェースモジュール
(WHIM)

説明アイテム
Bluetooth4.1、サポートプロファイル:
ヘッドセットプロファイル、ハンズフ
リープロファイル(HFP)、Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP)、
Audio Video Remote Control Profile
(AVRCP)

主要仕様

アップグレード可能ファームウェア
デュアルモジュール通信システム、最
大2.0キロメートル(1.2マイル)*のイン
ターコム、オーディオ録音、デュアル
モバイル電話用のペアリング、
Bluetooth携帯電話用ハンズフリー、
MP3プレーヤーなどのBluetoothオー
ディオデバイス用ステレオヘッドセッ
ト、BluetoothGPSナビゲーション用ス
テレオヘッドセット

Bluetooth

○出荷時設定にリセッ
ト

○不良解除
FCC、FCC、CE、IC、RoHS、WEEE認証および安全認可

表15。ワイヤレスヘッドセットインターフェースモジュール
(WHIM)

説明アイテム
Bluetooth4.1、音楽共有、再生制御、
多機能ジョグコントロール、スピード
ダイヤル、オーディオブースター、充
電中の使用、個別音量コントロール、
デュアルBluetoothモジュール通信シス
テム、オーディオマルチタスキング、
最大4つの接続のマルチウェイインター
コム、グループインターコム、最大2.0
キロ(1.2マイル)*、iPhoneおよび
Android用のスマートフォンアプリ、ユ
ニバーサルインターコム、アドバンス
ドノイズコントロール、直感的な音声
プロンプトと音声コマンド、Bluetooth
オーディオレコーディング、オールイ
ンワンヘルメットクランプキット、ス
テーションスキャンおよび保存機能付
きの内蔵型FMラジオチューナー、デュ
アル携帯電話用のBluetoothペアリン
グ、Bluetooth携帯電話のBluetoothハ
ンズフリー、MP3プレーヤーなどの
Bluetoothオーディオデバイス用
Bluetoothステレオヘッドセット、
Bluetooth GPSナビゲーション用
Bluetoothステレオヘッドセット

機能

*遮蔽物のない広く開けた場所の場合
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表16。 CBラジオ:バイク対バイク通信

説明アイテム
40CBチャンネル
26.925 ～ 27.405 MHz周波数範囲
4 W送信機出力
AMまたはFM (地域によって異なります)変調
15段階調整+完全オン/完全オフスケルチ

表17。 インターコム

説明アイテム
ライダー/パッセンジャーヘッドセット
通信

通信

プッシュトゥトーク(PTT)または音声起
動(VOX)

操作

VOXの感度、自動スピード感度の調整調整

表18。 音声認識

説明アイテム
チューナー、メディア、電話、
SiriusXM、ナビゲーション、Siri

ファンクション

• 英語(US)、フランス語(CA)、スペイ
ン語(MX)(NorthAmerica49ST/CAL/CAN
の各仕様の場合)。

• 英語(US/UK)、フランス語(FR/CA)、
スペイン語(MX/ES)、チェコ語、オラ
ンダ語、ドイツ語、イタリア語、日
本語、ポーランド語、ポルトガル語
(BR/PT)、ロシア語、トルコ語
(ENG/HDI-Europeの各仕様の場合)。

• その他の仕向地の場合は利用できま
せん。

言語(ワンショット
目的地の入力)

英語(US/UK)、フランス語(FR/CA)、スペ
イン語(MX/ES)、チェコ語、オランダ
語、ドイツ語、イタリア語、日本語、
ポーランド語、ポルトガル語(BR/PT)、
ロシア語、トルコ語(ENG/HDI-Europeの
各仕様の場合)。

言語(その他のコマ
ンド)
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表19。 SiriusXM

説明アイテム
GTS CVOの場合は、3か月の無料お試しサ
ブスクリプション付き。その他のGTSシ
ステムの場合は、オプションのモジュー
ルとサブスクリプションが必要。

サブスクリプショ
ン

200チャンネル以上チャンネル
チャンネルリスト、ダイレクトチュー
ン、スキャン、曲/アーティストのタグ
付け、番組カテゴリー

ラジオ機能

ゲームゾーン(スポーツ情報)、燃料価
格、天候、交通状況

特別サービス

試合経過の情報、最大7チーム試合ゾーン
100マイル圏内にある最寄りのガソリン
スタンド最大30軒。価格、距離、ブラン
ドで並べ替え。ガソリンスタンドへナビ
ゲート/通話。

燃料価格

現在の天候。3時間後、6時間後の予想。
5日間予想。

天気予報

レーダー、前線、大気圧天気図
交通ナビゲーションマップ、ルート変
更、交通警報

交通

表20。 ナビゲーション

説明アイテム
2つのデータフィールド、次の進路変更
のガイド、現在の道路、POIアイコン、
ナビゲーションルート、交通量/交通イ
ベント(RDSまたはSiriusXMのトラフィッ
クサービスが必要)、3Dの地形およびラ
ンドマーク(6.5 CVOのみ)

地図の表示

北が上、進行方向が上(2D)、進行方向が
上(3D)

地図の向き

POIは80種類以上ポイントオブイン
タレスト(POI)

住所、最近訪れた目的地、ホームに設定
した目的地、電話帳記載の連絡先、
POI、ディーラー、緊急施設、座標

ナビゲーション
ルートの選択

走行距離とその行程の複雑さによって異
なります。 制限はGTSラジオのメモリの
容量です。

乗車

乗車1回あたりの目的地は最大400乗車ごとの中間地
点

経路は最大20経路
ライド、経路、保存済み目的地をGPS
ExchangeFormat(GPX)形式でエクスポー
ト

ファイルエクス
ポート

GPX形式およびVCF(V-cardcontactfiles)
形式

ファイルインポー
ト

次の進路変更、進路変更リスト、進路変
更場所の表示、進路変更回避、道路の回
避

操縦(進路変更ごと
の指示)
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表20。 ナビゲーション

説明アイテム
レーン案内の矢印、標識、ジャンクショ
ンの表示

レーンの案内

現在位置、お気に入りのPOI、ホームロ
ケーション

目的地の保存

交通量(緑/黄/赤)、交通イベントアイコ
ン、交通イベントリスト、ルート変更

交通(RDSまたは
SiriusXMTrafficが
必要)

現在位置、または座標までのルート案内GPS座標
画面上でスクロールして目的地を選択タッチスクリーン

選択
選択可能回避
自動または手動で選択可迂回路
フルスクリーンコンパス、および進路
マーカー

コンパス

選択可(オン/オフ)、ボリュームの調整
可

音声プロンプト

往復案内、旅程の概要、電話番号ナビ
ゲーション、ルートシミュレーション、
燃料切れナビゲーション警告、標識のグ
ラフィカル表示

その他の機能

北米地図(NorthAmerica49ST/CAL/CANの
各仕様の場合)。 欧州地図(ENG/HDI-
Europeの各仕様の場合)。 地図はオプ
ション(その他の仕向地)。

地図データベース

表21。 車両ステータス

説明アイテム
出発時間/到着予定時間/距離、現在のス
ピード、実際の時間/実際の距離、次の
進路変更までの距離、温度、高度

情報

オイルプレッシャー、航続可能距離、前
回の整備以降の走行距離、EITMS (エン
ジンアイドル温度マネジメントシステ
ム)

エンジン/フューエ
ル情報

タイヤ圧監視システム(CVOのみ)TPMS
平均速度/MPG、走行距離、使用した燃
料/給油所、目的地到着日、走行時間、
目的地出発日

ライディングの概
要
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タッチスクリーン

「図21」、「」を参照してください。メニューアイテムを選
択してラジオを操作するには、タッチスクリーンを押します。
タッチスクリーンはライディンググローブを着用した状態で
も操作可能です。

スクリーンは、映り込みを最小限に抑え、どのような照明状
況でも見ることができ、雨天でも操作できるように設計され
ています。

正しいラジオフェイスプレートやタッチスクリーンのお手入
れ方法については、「オーディオシステムのお手入れ (ペー
ジ 119)」を参照してください。

1

10 6

789
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1142080

電源/ミュート6.ホーム1.
設定7.オーディオ2.
コミュニケーション8.ナビゲーション3.
お気に入り9.電話4.
オーディオ設定10.情報(車両ステータス)5.

図21。 フェースプレートホームスクリーン選択項目

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

と
コ

ン
ポ

ー
ネ

ン
ト

コントロールとコンポーネント 33



ホーム

[Home (ホーム)]を選択して[Home (ホーム)]画面を表示しま
す。[Home(ホーム)]を再度押すと、現在の音源が表示されま
す(チューナーの局、メディアファイル、または電話画面)。

オーディオ

[Audio (オーディオ)]を選択すると音源(チューナーの局、メ
ディアファイル、電話のいずれか)が表示されます。

[Tuner (NA) (チューナー(NA))]: [AM]、[FM]、[WB] (ウェザー
バンド)

[Tuner (EU) (チューナー(EU))]: [MW]、[LW]、[FM]、[DAB+]

[Media (メディア)]: [iPod]、[USB Media (USBメディア)]、
[BluetoothAudio(Bluetoothオーディオ)]、[Phone(電話)]、
[SiriusXM] (利用できる場合のみ)

ナビゲーション

[Navigation (ナビゲーション)]を選択すると、地図に戻りま
す。 現在位置が地図画面の一番上に表示されます。検索アイ
コンを選択すると、以下の一部の操作ができます。

• [Go Home (自宅へ帰る)]住所の設定

• 検索の実施、目的地の入力、POIの選択

• プリセットしてある目的地リストから選択: [Gas (ガソリ
ン)]、[Food(食品)]、[Hotel(ホテル)]、[H-DDealers(H-D
ディーラー)]、[Emergency (緊急)]

[Compass(コンパス)]:ナビゲーションを利用できないラジオ
の場合は[Navigation (ナビゲーション)]アイコンを押すと、
コンパスが表示されます。 ナビゲーション機能の設定や操作
の方法については、「ナビゲーション (ページ 139)」を参照
してください。

電話

[Phone (電話)]を選択して、利用可能な電話番号リストと発
信方法を表示します。

[Calls(通話)]:現在の電話の通話リストを表示します。この
リストをフィルターを適用することで、全て、不在着信、受
信通話、ダイヤルした通話のいずれかに絞り込んで表示でき
ます。

[Contacts (連絡先)]: ラジオの連絡先の中から選択するか、
電話機の連絡先の中から選択するか、電話機の連絡先を同期
します。

[Message(メッセージ)]:ペアリングされた電話機からのテキ
ストメッセージ。

[Keypad (キーパッド)]: 電話番号を指で入力するときに使い
ます。

[SOS]: ラジオに保存されている緊急番号。
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情報(車両ステータス)

[VehicleInformation(車両情報)]を押すと、さまざまな車両
情報が表示されます。このボタンをもう一度押すと、[Vehicle
Status (車両ステータス)]画面に戻ります。

電源/ミュート

車両をオンにすると、ラジオは前の状態(オンまたはオフ)に
戻ります。

電源オン: 車両がオン、またはアクセサリーモードの状態で
[POWER/MUTE (電源/ミュート)]を押すと、システムがオンに
なります。 本システムは、前回オフにされたときの状態に戻
ります(メディアファイル、局など)。

電源オフ: [POWER/MUTE (電源/ミュート)]を3秒間長押しする
と、システムがオフになります。 画面が黒くなり、時計が表
示されます。 モーターサイクルが稼働中またはアクセサリー
モードの間は、ラジオはスリープモードのままになり、通電
状態を維持します。 イグニッションを最大30秒間オフのまま
にしないと、ラジオはリセットされません。

ミュート/一時停止: [POWER/MUTE (電源/ミュート)]を短く押
すと、オーディオがミュートされます。 ラジオ局、CB、イン
ターコム、ナビゲーションオーディオ、プロンプトがミュー
トされます。 メディアデバイスが一時停止します。

ミュート解除/再開: オーディオまたはメディアファイルの再
生を再開するには、[POWER/MUTE (電源/ミュート)]を再度短
く押します。

注記
• オーディオのミュートは、左ハンドコントロールのボリュー

ムスイッチを押して解除することもできます。

• メディアの再生は、左ハンドコントロールの[PREVIOUS/NEXT
(前/次)]スイッチを押して再開することもできます。

• [POWER/MUTE (電源/ミュート)]では通話音声はミュートさ
れません。通話中に着信/発信通話音をミュートするには、
電話メニューのミュート機能を使用します。

設定

乗車前に、モーターサイクルが静止してアクセサリーモード
に設定されている状態でシステムの設定を行います。 ご自分
の走行スタイルに合わせてオプションを調節し、使用する可
能性のある機能やデバイスを有効に活用できるようにしてく
ださい。 ラジオのいずれかの機能で問題がある場合は、関連
する設定をまず確認してください。

ほとんどの設定はすべてのラジオで似ていますが、機能や選
択項目の中には車両に固有のものや、一部の車両では使用で
きないものがあります。 また、特定の国や地域に固有のもの
もあります。 ご使用のモーターサイクルやお住まいの地域で
使用できる機能の詳細については、 お使いの車両およびお住
まいの地域で利用できる機能について詳しくは「仕様 (ペー
ジ 24)」を参照してください。

オーディオアクセサリーがモーターサイクルに追加されてい
る場合は、そのアクセサリーの説明書で適切な構成や操作を
参照してください。
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通信

インターコムを使用すると、ライダーとパッセンジャーはヘッ
ドセットを通じて会話することができます。 インターコム
は、[PTT (プッシュ・トゥ・トーク)]スイッチを押すか、VOX
(Voice Operated Transmission)を使用して操作できます。 ラ
イダーまたはパッセンジャーのマイクが音声入力を拾うと、
自動的にインターコムがアクティブになります。 このプロセ
スは「VOXのトリガー」として知られています。

ライダーまたはパッセンジャーはインターコム通信を開始で
きます。 インターコムがアクティブなときは、ヘッドセット
を通じてインターコムが聞こえるように、チューナーおよび
メディアのボリュームが自動的に下げられます。

プライバシーのため、インターコムはライダーとパッセン
ジャーのヘッドセットからのみ聞こえます。 スピーカーから
は聞こえません。

マイクの感度とヘッドセットのボリュームは調節できます。
マイクの感度(VOX)はライダーとパッセンジャーの両方のマイ
クに適用されます。 ライダーとパッセンジャーのヘッドセッ
トのボリュームは個別に調節されます。

注記
自治体によってはヘッドセット(ヘルメット搭載型)スピーカー
の使用を禁止または制限している場合があります。 自治体の
法令に従ってください。

お気に入り

お気に入りアイコンを選択すると、保存済みのお気に入りが
最大6個表示されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Favorites (お気に入り)]。

2. 画面タイトルが[Select a Favorite Type (お気に入りのタ
イプを選択)]に変化するまで、目的のプリセットを長押
しします。

注記
現在保存されているお気に入りを上書きするには、設定の手
順を繰り返します。

3. 選択: [Type (タイプ)]。

a. チューナー: 現在再生中の局(SXM、AM、FM、WB)。

b. 電話: [Recent (リーセント)]、[Contacts on Radio
(ラジオの登録先)]または[Contacts on Phone (電話
の連絡先)]。 リストから選択します。

c. [Location(位置)]:[Recent(リーセント)]、[Saved
(保存済み)]のいずれか。 リストから選択します。

d. メディア: USB。 リストから選択します。
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4. お気に入りを聞く:お気に入りアイコンを短く押します。
リストから選択します。

オーディオ設定

ラジオの出力を調整するときはオーディオ設定を使用します。

[Bass (バス)]: 低音を最小値から最大値まで調整します。

[Treble (トレブル)]: 高音を最小値から最大値まで調整しま
す。

[Audio Routing (オーディオルーティング)]: 音声の出力をス
ピーカーまたはヘッドセットから選択します。

[Fade(フェード)]:オーディオ出力のセンターを調整します。

[Volumes (ボリューム)]: スピーカー、ライダーヘッドセッ
ト、パッセンジャーヘッドセットの各ボリュームを調整しま
す。 また、スピードボリュームのオン、オフを切り替えま
す。

左ハンドコントロール

記載されている機能の中には、モデルや地域に固有の機能も
あります。

他のハンドコントロールスイッチの機能については、車両の
オーナーズマニュアルを参照してください。

「図22」を参照してください。 ホーム/ボリューム/前へ/次
へファイブウェイスイッチは、ラジオ機能の操作に使用しま
す(装備車の場合)。

[Home (ホーム)]: 押すとホーム画面が表示されます。 再度押
すと、現在の音源が表示されます(チューナーの局、メディア
ファイル、または電話画面)。

[Previous/Next(前/次)]:左または右をタップして、前/次の
ラジオ周波数またはメディアファイルを選択します。

注記
• もう一度押すと、次の送信局をシークします。

• 長押しすると、周波数の増減が早くなったり、メディア
ファイルを前後に素早く切り替えられるようになります。

[Volume(ボリューム)]:上に押すとスピーカーまたはライダー
のヘッドセットのボリュームを上げ、下に押すとボリューム
を下げることができます。 ボリュームコントロールでは、
オーディオのミュートの解除やメディアの再生の再開も可能
です。

注記
• [Mute(ミュート)]スイッチとは異なり、ボリュームをゼロ

に下げてもメディアは一時停止しません。

• ボリューム出力は、スピードボリュームの設定からも影響
を受けます。 「スピードボリューム (ページ 68)」を参照
してください。

• CB、インターコム、通話、システムプロンプトのボリュー
ムレベルは、それぞれ独立しています。これらの各音源の
ボリュームは、音源がアクティブなときに調節します。こ
れらの機能の操作については、該当する項を参照してくだ
さい。
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[Voice Recognition (音声認識)]: このスイッチによって、音
声認識機能を起動することができます(装備車の場合)。 ヘッ
ドセットを接続した状態で、[VoiceRecognition(音声認識)]
スイッチを押します。 ラジオでビープ音が発生し、使用可能
なコマンドのリストが表示されます。 目的のコマンドをヘッ
ドセットのマイクに向けて話します。 「音声認識 (ペー
ジ 177)」を参照してください。

音声認識を中止するには、[VoiceRecognition(音声認識)]ス
イッチを3秒間長押しするか、[Home (ホーム)]ハンドコント
ロールスイッチを押します。
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1

2
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om01712

図22。 左ハンドコントロールのオーディオ機能(例)
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表22。 左ハンドコントロールのオーディオ機能

機能氏名アイ
コン

アイ
テム

短く押す: 現在の画面と
[Home(ホーム)]画面を切り替えま
す。
長く押す: クイックジャンプ画面
を切り替えます。

ホーム1

メディア: 前のメディアファイ
ル。
チューナー: チューニング/下に
シーク。

前に戻る/
シークダウ
ン

2

メディア: 次のメディアファイ
ル。
チューナー: チューニング/上に
シーク。

次に進む/
シークアッ
プ

3

ボリュームを上げます。ボリューム
アップ:

4

ボリュームを下げます。ボリューム
ダウン

5

音声認識セッションを開始しま
す。
また、長押しすると、Bluetooth
でペアリングされたiPhoneのSiri
が開始され、ヘッドセットを接続
している場合はApple CarPlayが
起動されます。

音声認識6

[Quick Jump (クイックジャンプ)]: 左ハンドコントロールで
[Home(ホーム)]スイッチを長押しすると、[QuickJump(クイッ
クジャンプ)]画面が表示されます。 左または右のハンドコン
トロールスイッチで選択してください。 「図23」を参照して
ください。

4

2

5 3

1
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ホーム1.
ナビゲーション2.
情報(車両ステータス)3.
電源/ミュート4.
オーディオ設定5.

図23。 クイックジャンプ

右ハンドコントロール

記載されている機能の中には、モデルや地域に固有の機能も
あります。
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他のハンドコントロールスイッチの機能については、車両の
オーナーズマニュアルを参照してください。

「図24」を参照してください。 [Back (戻る)]: 前のラジオ画
面を表示します。

注記
• 長押しすると、ノーマルデイカラーとハイコントラストカ

ラー間で画面を切り替えます。

[Push-To-Talk/Squelch(プッシュトゥトーク/スケルチ)]:CB
またはインターコムに送信します。 ライダー用とパッセン
ジャー用の両方のマイクがアクティブになります。 インター
コムは音声起動(VOX)で操作することもできます。

[Squelch(SQ+/SQ-)(スケルチ)]:スケルチを上げると(SQ+)、
ノイズや不要な弱い信号がCBのミュートを解除するのを防ぐ
ことができます。 目的のCB信号がCBのミュートを解除できる
レベルにスケルチを下げます(SQ-)。

[Cursor/Select(カーソル/選択)]:[Cursor/Select(カーソル/
選択)]ファイブウェイスイッチを使用すると、ラジオ画面の
アイテムを選択できます。

[Cursor (カーソル)]: スイッチを目的の方向に押して、反
転表示されているカーソルをラジオ画面上の別の項目に移
動することができます。

[Select (選択)]: このスイッチを正面から押すと、反転表
示されているアイテムの選択や、ラジオ画面の機能の切り
替えが可能です。

1
2

4

3
79

6

5

8

1153744

図24。 右ハンドコントロールのオーディオ機能

表23。 右ハンドコントロールのオーディオ機能

機能氏名アイコ
ン

アイ
テム

短く押す: 前の画面に戻る。
長く押す: ノーマルデイカラーと
ハイコントラストカラー間で画面
を切り替え。

Back (戻
る)

1

CBスケルチレベルを上げる(装備車
の場合)。

CBスケル
チ+

2
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表23。 右ハンドコントロールのオーディオ機能

機能氏名アイコ
ン

アイ
テム

CBスケルチレベルを下げる(装備車
の場合)。

CBスケル
チ-

3

長押しすると、CBまたはインター
コム上で送信する(装備車の場
合)。

CBプッ
シュトゥ
トーク

4

選択肢全体を通して、反転表示部
分を上に移動させます。

カーソル
アップ

5

選択肢全体を通して、反転表示部
分を右に移動させます。 チュー
ナー:次のプリセットに進みます。

カーソル
ライト

6

選択肢全体を通して、反転表示部
分を下に移動させます。

カーソル
ダウン

7

選択肢全体を通して、反転表示部
分を左に移動させます。 チュー
ナー:前のプリセットに戻ります。

カーソル
レフト

8

強調表示された項目を選択しま
す。

セレクト/
エンター

9

リア(パッセンジャー)コントロール

「図25」を参照してください。 一部の車両では、パッセン
ジャーコントロールはTour-Pakの右側にあります。 これらの
コントロールを使用して、パッセンジャーはラジオの機能を
操作することができます。

モード/アップ/ダウン(MODE/UP/DN)スイッチ

[MODE(モード)]:次に使用可能な音源を選択するには、スイッ
チを正面から押します。

[UP/DN(アップ/ダウン)]:前または次のラジオ局またはメディ
アファイルを選択するには、スイッチを上側または下側に押
します。

プッシュトゥトーク(PTT)/ボリューム(VOL)スイッ
チ

[PTT(プッシュ・トゥ・トーク)]:スイッチを押すと、CBまた
はインターコムでの会話が可能になります。

[VOL+/VOL-(ボリュームの上げ下げ)]:パッセンジャーのヘッ
ドセットの音量を上げる(または下げる)には、スイッチを上
側(または下側)に押します。 このスイッチでは、ライダーの
ヘッドセットやスピーカーのボリュームは変更されません。

リアコントロールの有効化

プッシュトゥトーク/ボリューム(PTT/VOL)スイッチは常に有
効になっていますが、 モード/アップ/ダウン(MODE/UP/DN)ス
イッチは設定画面で有効または無効にすることができます。
これらのリアコントロールを有効にする方法については、「リ
アコントロール (ページ 69)」を参照してください。
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1123047

モード/アップ/ダウン(MODE/UP/DN)スイッチ1.
プッシュ・トゥ・トーク(PTT)/ボリューム(VOL±)ス
イッチ

2.

図25。 パッセンジャーコントロール

表24。リア(パッセンジャー)コントロールのオーディオ機能

機能氏名アイコンアイ
テム

利用可能な次の音源に移動し
ます。

モード1

チューナー:上にシークしま
す。
メディア:次のファイルに移り
ます。

次に進む/
シークアッ
プ

チューナー:下にシークしま
す。
メディア:前のファイルに戻り
ます。

前に戻る/
シークダウ
ン

装備車の場合:長押しすると、
CBまたはインターコムで送信
します。

CBプッシュ
トゥトーク

2

ボリュームを上げます。ボリューム
アップ:

ボリュームを下げます。ボリューム
ダウン

ヘッドセットの接続

警告

車両の安全運転の妨げとなるため、交通音を遮断したり、集
中力が散漫になったりするような音量に設定しないでくださ
い。 周囲への注意力が影響を受けるようなサウンドシステム
の使い方は、車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00539b)
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ご注意

ソケットからヘッドセットを取り外すときに、コードを引っ
張らないでください。 ヘッドセットのソケットとの接続を外
すため、ヘッドセットジャックを引き抜きます。 (00174a)

「図26」および「図27」を参照してください。 一部の車両で
は、ライダー用ヘッドセットコネクターがフューエルタンク
パネルに、パッセンジャー用ヘッドセットコネクターが左側
のスピーカーポッドに装備されています。 ヘッドセットは、
装備モデルにおいて、CB、インターコム、音声認識コマンド、
およびその他の機能を操作する際に使用します。

装備モデルに含まれているか、ハーレーダビッドソンジャパ
ン正規販売網店にて購入可能なハーレーダビッドソン純正7ピ
ンDINヘッドセットを使用してください。 他のヘッドセット
マイクには対応していません。 ヘッドセットをヘルメットに
取り付ける方法については、ヘッドセットに付属の説明書を
参照してください。 図26に示すように、ヘッドセットの山部
分をコネクターのスロット部分に合わせて接続します。 ヘッ
ドセットは、コネクターが正しく取り付けられている場合に
のみ機能します。

ヘッドセットの使用中も周囲の車両や環境の音が聞こえるレ
ベルにヘッドセットのボリュームを設定してください。

ソケットに異物や水分が入らないように、未使用時はソケッ
トキャップが閉じています。 モーターサイクルの洗車前に両
方のソケットキャップを閉じてください。

1
2

om00304d

ヘッドセットコネクターインデックス1.
コンソールインデックス2.

図26。 ライダーヘッドセットコネクター(例)
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図27。 パッセンジャー用ヘッドセットコネクター

マイクロホンの位置

注記
マイクの配置が不適切だと、VOXの設定に問題の生じることが
あります。

フルフェイスヘルメット:「図28」を参照してください。ブー
ムがあごに当たらないよう、ブームをヘルメット下に配置し、
マイクをヘルメット内側で縦にします。

オープンフェイスヘルメットまたはハーフヘルメット: 「図
28」および「図29」を参照してください。 マイクが口元左に
軽く当たる位置、または口元まで持っていきます。

is05939

図28。 マイクロホンの位置

is06122

図29。 ヘッドセットとマイクの位置
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メディアコンパートメント: USBポート

「図30」および「図31」を参照してください。 メディアコン
パートメントには、電話機、メディアデバイス、またはUSBド
ライブを接続するためのUSBポートがあります。 デバイスと
の接続には、インターフェイスケーブルが必要な場合があり
ます。 USBポートは車両が稼働中またはアクセサリーモード
の場合に通電され使用可能な状態となります。 接続したデバ
イスは次の目的で使用できます。

[Phone(電話機)]:電話機を充電し、電話機のメディアファイ
ルを再生します。 ただし、通話とテキストメッセージ機能は
Bluetooth接続の場合にのみ使用できます。

[Media device (メディアデバイス)]: デバイスを充電し、メ
ディアファイルを再生します。

[USBdrive(USBドライブ)]:メディアファイルを再生し、ナビ
ゲーションファイルをインポート/エクスポートし、ソフト
ウェアアップデートをロードし、着信音をインポートします。

[Memory card (メモリーカード)]: 一部の種類のメモリーカー
ドを接続して、メディアファイルを再生することができます。
接続にはアダプターまたはリーダーが必要です。

[H-D App] (米国内仕様のみ): ライドおよびPOI (Point Of
Interest)を、電話から電波航法システムに転送します。 USB
ケーブルはiOS用です。 Bluetoothは、iOSとAndroidのどちら
でも動作します。

注記
ハードドライブ付きのメディアプレーヤーは使用しないでく
ださい。 振動によって内部が損傷する可能性があります。

デバイスは、ラジオがオンになっている間に接続することや、
外すことができます。 ただし、ファイルのインポート/エク
スポート中やラジオへのアップデートのインストール中は、
そのタスクが完了するまでUSBデバイスを外さないでくださ
い。

運転中は物が落下しないようにコンパートメントのドアを閉
じてください。 車両を離れる際は、メディアコンパートメン
トから貴重品を取り出してください。

メディアコンパートメント:固定フェアリングの車
両

「図30」を参照。 固定フェアリングの車両では、メディアコ
ンパートメントはフェアリングの右側にあります。

開く: 開くには、図に示すように、コンパートメントのドア
の前側を引き上げます。

洗浄する: コンパートメントのゴム製または布製のインサー
トには面ファスナーが付いていて、清掃時には取り外すこと
ができます。
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2

1

ストレージ/メディアコンパートメントドア1.
USBポート2.

図30。 ストレージ/メディアコンパートメント:固定フェアリ
ングモデル

メディアコンパートメント:フォークマウントフェ
アリング車両

「図31」を参照してください。 フォークマウントフェアリン
グ車両では、図に示すとおり、メディアコンパートメントは
ラジオの右側にあります。 電話機またはメディアデバイスを

フォームクレードルに挿入し、デバイスを固定して振動から
守ります。

開く: 開くには、ドアの下側を押し込んで放します。

閉じる: ラッチがはめ込まれるまでしっかりとドアを押して
閉じます。

ドアラッチのリセット: コンパートメントのドアを無理に開
いたり、ラッチがうまくはまらない場合、ドアのラッチのリ
セットが必要な場合があります。 ドアを押し込んで閉じま
す。ドアを開けます。ドアを再度閉じてラッチ機構をはめ込
みます。

洗浄する: クレードルは、洗浄時や、コンパートメントへの
デバイスの脱着を容易にするために取り外すことができます。

46 コントロールとコンポーネント



2

1

3

om01744b

ドアのくぼみ1.
USBポート2.
クレードル3.

図31。 メディアコンパートメント

スピーカー

スピーカーのタイプと配置は、モデルによって異なります。
すべてのスピーカーは耐水性があり、全天候における走行で
使用できるように密閉されています。 スピーカーのお手入れ

方法については、「オーディオシステムのお手入れ (ペー
ジ 119)」を参照してください。スピーカーのオプションにつ
いては、www.h-d.com/storeを参照してください。

フェアリングスピーカー

フロントスピーカーは、低音のレスポンスと高音の忠実度の
向上のため、フェアリングのポート付きエンクロージャー内
に収められています。 モデルによって仕様と配置が異なるス
ピーカーがインナーフェアリング内に装備されています。

フェアリングロアスピーカー

一部のモデルには、サウンドシステムのボリュームを高める
フェアリングロアースピーカーが装着されています。 このス
ピーカーは、空冷エンジンの車両ではアクセサリーとしても
ご用意しています。

サドルバッグスピーカー

一部のモデルには、サウンドシステムのサラウンドボリュー
ムを高めるサドルバッグスピーカーが装着されています。 こ
のスピーカーは、サドルバッグのエンクロージャーを使用し
て低音のレスポンスを向上させます。 野外に駐車している場
合、スピーカーキャビティーに水が少量溜まることがときど
きあります。 サドルバッグスピーカーは、全天候型です。ま
たスピーカーが作動することで水はすぐに蒸発してはけます
が、一時的に音質に影響することがあります。 スピーカー
キャビティをすぐに空にするには、サドルバッグのリッドを
取ります。 サドルバッグスピーカーはアクセサリーとしても
ご用意しています。
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ツアーパックスピーカー

前方に向いたこのスピーカーは、ライダーとパッセンジャー
とにサウンドを届けます。 バスブーストポートは、Tour-Pak
内の閉じられた空間を使用して低音のレスポンスを向上し、
歪みを抑えています。 このポートの低音のレスポンスは、
Tour-Pak内に物が保管されている場合や、Tour-Pakのリッド
が開いている場合に影響を受けることがあります。

アンプ

一部の車両には、スピーカーへのサウンド出力を高めるアン
プが追加されています。Boom!オーディオアンプは、ラジオの
内部アンプをバイパスすることでボリュームを上げ、ノイズ
を減少し、 全高調波歪み(THD)を減少し、イコライザーによ
る最適化を行い、風や路面ノイズに負けないフルサウンドを
お届けします。アンプはアクセサリーとしてもご用意してい
ます。

車両にスピーカーを追加する際は、追加のアンプが必要にな
る場合があります。

アンテナと受信

ご注意

アンテナのない、またはアンテナケーブルの故障したCBラジ
オを操作すると、トランスミッター回路に損傷を与える可能
性があります。 (00176a)

チューナーとCBアンテナ: 「図32」を参照してください。車
両後部のアンテナは、車両の保管中に取り外すことができま

す。ラジオを操作する前に、アンテナを必ず取り付けてくだ
さい。取り付けでは、アンテナを手でマウントに固定します。
チューナーのアンテナとCBのアンテナは異なります。CB無線
搭載車の場合、CBアンテナ(マスト基部に「CB」というマーキ
ングがあります)は必ず車両の右側に取り付けてください。
「AM/FM」というマーキングがあるアンテナは、チューナーの
受信用です。チューナーまたはCB無線に誤ったアンテナを取
り付けると、受信状態が悪くなります。

内蔵チューナーアンテナ: 一部の車両では、チューナーの受
信用(AM/FM/WB)のアンテナがフェアリングに内蔵されていま
す。

衛星アンテナ: SiriusXMアンテナとGPSアンテナは、装備モデ
ルではフェアリング内に装着されています。これらのアンテ
ナ の メ ン テ ナ ン ス は 不 要 で す 。 車 両 が 屋 内 に あ る 場 合 、
SiriusXM衛星ラジオとGPSの受信が弱くなることがあります。
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チューナーアンテナ:AM/FM1.
CBアンテナ:装備モデル2.

図32。 アンテナ

BLUETOOTH

本システムには、メディアファイルへのアクセスと電話機の
操作を行うためのBluetooth機能が備わっています。 デバイ
スの設定や接続の方法については、「Bluetooth(ページ 114)」
のセクションを参照してください。

イグニッションのオン/オフ、アクセサリー
モードへの設定

車両をオンにする: イグニッションをオンにすると、ラジオ
はイグニッションをオフにする前の状態に戻ります。 CB、イ
ンターコム、現在の局、再生中のメディアなどの機能は、イ
グニッションをオフにする前の状態から再開されます。 電話
機へのBluetooth接続は、再確立が試行されます。

エンジンを始動する: エンジンを始動すると、一瞬オーディ
オがミュートになり、画面がオフになります。

ラジオのオン/オフ: イグニッションをオフにする前にラジオ
をオフにすると、イグニッションを再度オンにしてもラジオ
はオフのままになります。

ラジオを再開する:ラジオをリセットするには、イグニッショ
ンを30秒間オフのままにしてから、イグニッションを再度オ
ンにします。

アクセサリーモード: 車両がアクセサリーモードの場合、ラ
ジオを操作するとバッテリー切れになることがあります。 イ
グニッションは、アクセサリーモードに入ってから2時間後に
自動的にオフになります。 キー付きの車両はイグニッション
スイッチを該当する位置に回すと、アクセサリーモードに入
るか、アクセサリーモードを終了します。 キーレスの車両
は、左コントロールモジュールのトリガースイッチを長押し
すると、アクセサリーモードに入るか、アクセサリーモード
を終了します。

車両をオフにする:通話中にイグニッションをオフにすると、
ラジオが通話を電話機に転送することを促します。 従わない
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場合、ラジオは約5分間通話を維持した後、通話を電話機に自
動的に転送してからオフになります。 「車両停止後の通話の
再開 (ページ 134)」を参照してください。

車体バッテリーの取り外し

本システムは、車体バッテリーの接続が外れてもメインヒュー
ズが取り外されてもユーザーデータやシステム設定を保持し
ます。ナビゲーションルート、ペアリング済みデバイス、電
話帳、お気に入り、プリセット、システム設定などの機能は
メモリーに保持されます。バッテリーが車両に再度取り付け
られると、ラジオは前の機能に戻ります。
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ホームスクリーン

「図33」を参照してください。[Home(ホーム)]画面からは本
システムで利用可能な全機能にアクセスできます。 この画面
上のアイテムのレイアウトは、ラジオの種類やインストール
されている機能によって異なる場合があります。

ラジオの種類に応じて、タッチスクリーンまたはカーソル/選
択ハンドコントロールスイッチを使用して選択やシステムの
操作を行います。

初期化や起動の最中には、一時的に使用できなくなる機能が
あります(ナビゲーション、SiriusXM、メディア、音声認識な
ど)。

1

10 6

789

432

5

1142080

電源/ミュート6.ホーム1.
設定7.オーディオ2.
コミュニケーション8.ナビゲーション3.
お気に入り9.電話4.
オーディオ設定10.情報(車両ステータス)5.

図33。 フェースプレートホームスクリーン選択項目

設
定
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スクリーンメニューバー

多くの画面の上部にメニューバーがあります。 メニューバー
とそのコンポーネントは、表示されている画面によって変化
します。

アイコン: 一部のメニューバーには、ソースフィールドの右
側、左側、または両方に選択可能なアイコンがあります。

タイトル: 画面または機能のタイトルは、メニューバーの中
央に表示されます。 画面タイトルのいくつかは選択可能で、
データまたは情報を入力するために使用されます。

図34では、FMチューナーに選択したソースフィールドととも
にメディアおよびメニューアイコンが表示されます。 これら
全てのアイテムはメニューバー上にあります。

3 41 21162209

[Media (メディア)]アイコン1.
ソースフィールド2.
チューナーまたはメディアの選択3.
[Menu (メニュー)]アイコン4.

図34。 画面メニュー

チェックボックスおよび複数選択

「図35」を参照してください。 一部のオプションは、チェッ
クボックス(1)で選択するか有効にします。

複数選択(2)の場合は、目的の選択アイテムが表示されるま
で、アイコンまたは[Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッ
チを繰り返し押します。
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1162708

チェックボックス1.
複数選択2.

図35。 チェックボックスおよび複数選択

スクロールコントロール

「図36」、「図37」および「図38」を参照してください。 ス
クロールコントロールは、使用できるオプションが複数ペー
ジある場合に画面に表示されます。 タッチスクリーンに指を
使用: ドラッグ、スワイプ、タッチで利用可能なオプション
に移動します。 [Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチ
は、オプションの複数ページ間をスクロールするために使用
することもできます。 長いリストを素早くスクロールするに
は、ドラッグまたはタッチスクロールコントロールを長押し
します。

一部の画面では、文字ジャンプ、情報、リストの編集または
順序変更などの機能のセンターアイコンが右側にあります。

1162205

図36。 ドラッグ

1163293

図37。 スワイプ
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図38。 タッチ

表25。 リスト機能ボタン

説明氏名ボタン
追加オプションのメニューを開きま
す。このボタンを再度選択すると、
元の画面に戻ります。

メニューボ
タン

追加設定のメニューを開きます。こ
のボタンを再度選択すると、元の画
面に戻ります。

設定/セッ
トアップ

検索バーが開きます。検索

このボタンを選択すると、前の画面
に戻ります。

前の画面に
戻る

表25。 リスト機能ボタン

説明氏名ボタン
リスト内の選択した位置にジャンプ
します。 たとえば、文字「S」で始
まるエントリにジャンプするには、
文字ジャンプボタンを選択してか
ら、キーボードで「S」を選択しま
す。

文字ジャン
プ

リストの内容に関連する詳細情報を
表示します。

Information
(情報)

このボタンは、画面の内容に関連す
る情報を表示または編集する場合に
選択します。

編集

リストに関連付けられているデータ
を削除します(最近の全目的地な
ど)。

削除

キーボード

キーボードは、必要に応じてナビゲーションの目的地の選択、
メディアファイルの検索、連絡先情報の保存、ラジオへのそ
の他のデータの入力に使用します。 文字を選択するには、
タッチスクリーンまたはカーソル/選択ハンドコントロールス
イッチを使用して、キーボードを操作します。

ラジオでは、フルサイズのキーボードまたは拡大キーボード
をサポートしています。

拡大キーボードは、ライディンググローブの着用時に使いや
すい場合があります。 キーボードの使用時は、一部の文字を
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省くことができます。 これはスマートスペラーの機能で、
データベース内にエントリがある文字列のみを有効にします。

入力は、タイトルバーに表示されます。 追加文字のあるキー
パッドを表示するには、必要に応じて数字、記号、または拡
張文字のアイコンを選択します。 キーボード入力が終了した
ら、[OK]を選択します。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

2. 選択:キーボードの種類を選択するためのキーボードの複
数選択アイコン。

a. フルキーボード: 「図39」を参照してください。 入
力が必要な場合、画面にはアルファベットがA ～ Z
の順に並んだフルキーボードが表示されます。

b. 拡大キーボード: 「図40」を参照してください。 入
力が必要な場合、画面にはアイコンが拡大された
キーパッドが表示されます。別のアルファベット(A
～ I、J ～ R、またはS ～ Z)を表示するには、右側の
キーパッドセレクターを使用します。

2 3

12

11 10 9 7 6

5

8

1

4

1168996

Back (戻る)1.
検索2.
複数の検索結果 (距離が近い順)3.
検索結果 (上位3件)4.
シフト(大文字/小文字)5.
設定6.
バックスペース/デリート7.
スペース8.
拡張文字9.
数値キーパッド10.
グローバル設定11.
キーボード12.

図39。 フルキーボード
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1164356

Back (戻る)1.
検索2.
複数の検索結果 (距離が近い順)3.
検索結果 (上位3件)4.
バックスペース/デリート5.
スペース6.
設定7.
キーパッドセレクター(A ～ I、J ～ R、S ～ Z)8.
キーパッド9.
グローバル設定10.
拡張文字11.
数値キーパッド12.

図40。 拡大キーボード

スマートスペラー

スマートスペラーは、情報をラジオに入力する際に役立ちま
す。情報(ナビゲーションの住所の検索文字列など)の入力時
に、データベース内のエントリに一致する文字列のみをキー
ボードが有効にします。

いくつかの文字が入力された後、本システムではデータベー
ス内の一致データを提示して、入力しようとしている単語ま
たは場所を予測します。たとえば、「ROCH」と入力すると
「ROCHESTER」が提示される場合があります。

スマートスペラーは、部分的な入力にも対応できます。文字
列の一部のみを入力して[OK]を押すと、そのテキストで始ま
る項目のリストが表示されます。たとえば、「SAN」と入力し
て[OK]を押すと、「SANFRANCISCO」や「SANTAANA」が含まれ
るリストが表示されます。

スマートスペラーは、複数の単語の入力にも対応できます。
各単語の最初の数文字を入力してスペースで区切ると、条件
を満たす語句が提示されます。たとえば、「N D」(スペース
あり)と入力すると「NORTH DAKOTA」が提示される場合があり
ます。

ボリュームコントロール

ボリュームインジケーターは、ライダーまたはパッセンジャー
がボリュームコントロールスイッチを押すと表示されます。

ライダー(ハンドルバーでコントロール): スピーカーとライ
ダーのヘッドセット(アクティブな場合)のボリュームレベル
を調節します。
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パッセンジャー(Tour-pak装備モデル):パッセンジャーのヘッ
ドセットのみボリュームレベルを調整します。

プロンプトまたは特定の機能(音声認識、ナビゲーションプロ
ンプト、CB、インターコムなど)の実行中にボリュームコント
ロールを押すと、その特定の機能のボリュームが変更され、
画面に表示されます。

1170468

図41。 ヘッドセットボリュームの調節

ポップアップ画面

ラジオのポップアップ画面は、ある機能が使用できないこと
説明する場合、燃料切れ警告メッセージを表示する場合、電
話の着信を示す場合などに表示されます。 これらの画面は、
通常のシステム操作を妨げる場合があります。 画面の中に
は、選択([Yes(はい)]/[No(いいえ)])や確認([OK])が必要な

ものがあります。 アイコンを選択して、メッセージを承認す
るか、機能を有効にします。

ロックアウト画面

画面、機能、またはメニューアイテムの中には、走行中の場
合などにロックされるものや使用できないものがあります。

こうした機能を操作するには、ポップアップ画面に表示され
ているガイダンスに従います。必要に応じてハンズフリー音
声認識コマンドを使用するか、安全な場所に駐車してタスク
を実行してください。

ステータスバー

「図42」を参照してください。 ステータスバーは画面の一番
下にあります。 使用可能な9つのスロットに時計アイコンお
よびステータスアイコンが表示されます。 アイコンは情報を
提供するためのものであり、選択はできません。
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図42。 ステータスバー

表26。 ステータスバーアイコン

機能氏名アイコ
ン

音楽/メディアオーディオがスピーカーを
通じて再生されている。

Speakers not muted (ス
ピーカーはミュートされ
ていない)

音楽/メディアオーディオがスピーカーに
出力されている。スピーカーはミュートさ
れている。

Speakers muted (スピー
カーはミュートされてい
る)

音楽/メディアオーディオがヘッドセット
を通じて再生されている。

Headsets not muted (ヘッ
ドセットはミュートされ
ていない)

Bluetoothデバイスが接続されている。 音
楽/メディアオーディオがワイヤレスヘッ
ドセットスピーカーに出力されている。

ヘッドセットがBluetooth
と接続している

表26。 ステータスバーアイコン

機能氏名アイコ
ン

音楽/メディアオーディオがヘッドセット
に出力されている。ライダーヘッドセット
はミュートされている。

Headsets muted (ヘッド
セットがミュートされて
いる)

RDS局から音声による交通情報が流れてい
る(一部の国際市場のみ)。

TrafficAnnouncement(交
通情報案内)

チューナーが交通情報を定期的に放送して
いるRDS局に設定されている(一部の国際市
場のみ)。

Traffic Program (道路情
報プログラム)

シリウスXMサテライト信号強度(3バール)。SiriusXMSignalStrength
(SiriusXMの信号強度)

インターコムはオンになっているが、現在
使用されていない。

Intercommicrophoneidle
(インターコムマイクは
アイドル状態)

インターコムが使用中(PTTスイッチが押さ
れた、またはVOXが有効化された)。

Intercom microphone
active (インターコムマ
イクはアクティブ状態)

シンボルがステータスバーの左に表示され
ている。

Harley-Davidson Bar &
Shield (ハーレーダビッ
ドソンのバーアンドシー
ルドのロゴ)

CBがオンになっています。現在は送信して
いません。受信しているCB信号がありませ
ん(スケルチは開いていません)。

CitizenBand(CB)idle(CB
無線はアイドル状態)

CBは送信していない、または入力CB信号が
受信されていない(スケルチが破損)。

CB active (CB無線はアク
ティブ状態)

Bluetoothデバイスが接続されている。ロー
ミング、新着メッセージ、低バッテリー残
量、または電話帳のアイコンが表示されて
いるときは非表示となる。

Bluetooth

Bluetooth接続の電話がローミング範囲に
ある。

Roaming (ローミング)
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表26。 ステータスバーアイコン

機能氏名アイコ
ン

Bluetooth接続の電話がテキストメッセー
ジを受信した。

New Messages (新着メッ
セージ)

Bluetooth接続の電話のバッテリー残量が
少ない。

Low Battery (低バッテ
リー残量)

Bluetooth接続の電話が電話帳データをイ
ンフォテインメントシステムにダウンロー
ドしている。

Phonebook (電話帳)

音声認識スイッチが押された。システムが
音声コマンドを要求または処理している。

VoiceRecognitionactive
(音声認識はアクティブ
状態)

音声認識システムは初期化中。Voice Recognition not
ready (音声認識は準備
中)

メディアが一時停止中。 [POWER/MUTE(電
源/ミュート)]スイッチを押すと、音声が
再開する。

Mediapaused(メディアは
一時停止中)

システムがスキャンアップし、有効な周波
数またはメディアファイルのそれぞれにつ
いて詳細に説明する。

Scanup(スキャンアップ)

システムがスキャンダウンし、有効な周波
数またはメディアファイルのそれぞれにつ
いて詳細に説明する。

Scan down (スキャンダウ
ン)

チューナーが次に有効な周波数をシーク
アップしている。

Seek up (シークアップ)

チューナーが次に有効な周波数をシークダ
ウンしている。

Seekdown(シークダウン)

Bluetooth接続電話シグナル強度(3バール)PhoneSignalStrength(電
話シグナル強度)

車両が北に移動中であるとナビゲーション
システムが判定した。

North(direction)(北(方
向))

表26。 ステータスバーアイコン

機能氏名アイコ
ン

車両が東に移動中であるとナビゲーション
システムが判定した。

South(direction)(南(方
向))

車両が東に移動中であるとナビゲーション
システムが判定した。

East (direction) (東(方
向))

車両が西に移動中であるとナビゲーション
システムが判定した。

West (direction) (西(方
向))

車両が北東に移動中であるとナビゲーショ
ンシステムが判定した。

Northeast (direction)
(北東(方向))

車両が北西に移動中であるとナビゲーショ
ンシステムが判定した。

Northwest (direction)
(北西(方向))

車両が南東に移動中であるとナビゲーショ
ンシステムが判定した。

Southeast (direction)
(南東(方向))

車両が南西に移動中であるとナビゲーショ
ンシステムが判定した。

Southwest (direction)
(南西(方向))

システムのセットアップ

乗車前に、モーターサイクルが静止してアクセサリーモード
に設定されている状態でシステムの設定を行います。 ご自分
の走行スタイルに合わせてオプションを調節し、使用する可
能性のある機能やデバイスを有効に活用できるようにしてく
ださい。 ラジオのいずれかの機能で問題がある場合は、関連
する設定をまず確認してください。

ほとんどの設定はすべてのラジオで似ていますが、機能や選
択項目の中には車両に固有のものや、一部の車両では使用で
きないものがあります。 また、特定の国や地域に固有のもの
もあります。 ご使用のモーターサイクルやお住まいの地域で
使用できる機能の詳細については、 お使いの車両およびお住
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まいの地域で利用できる機能について詳しくは「機能と仕様
(ページ 21)」を参照してください。

オーディオアクセサリーがモーターサイクルに追加されてい
る場合は、そのアクセサリーの説明書で適切な構成や操作を
参照してください。

[SETUP (設定)]メニュー

「図43」を参照してください。 ラジオの種類や地域によって
は、一部の設定が無効になっている場合や、表示されない場
合があります。 設定できるカテゴリー全てのリストについて
は、「表2表27」を参照してください。 1

1153765

設定1.

図43。 システムのセットアップ

60 設定



表27。 システムのセットアップ

設定選択
選択:[Treble(トレブル)]、[Bass(バス)]、[Fade(フェード)]、[AudioRouting(オーディ
オルーティング)]、[Volumes (ボリューム)]

1 [Audio Settings (オーディオ設
定)]

[AudioRouting(オーディオルーティング)]:音声を出力するスピーカーまたはヘッドセッ
トを選択します。

• メディア/チューナー

• 電話/通信

• プロンプト/ナビゲーション

ボリューム

• スピーカー([Media/Tuner(メディア/チューナー)]、[Prompt/Nav(プロンプト/ナビゲー
ション)]、[Phone (電話)]、[Beep (ビープ音)]、[CB])

• ライダーヘッドセット([Media/Tuner(メディア/チューナー)]、[Prompt/Nav(プロンプ
ト/ナビゲーション)]、[Phone (電話)]、[Intercom(インターカム)]、[CB])

• パッセンジャーヘッドセット([Media/Tuner(メディア/チューナー)]、[Prompt/Nav(プ
ロンプト/ナビゲーション)]、[Phone (電話)]、[Intercom(インターカム)]、[CB])

• AVCスピード(オフ、レベル: 1、2、3、4)

• ナビゲーションプロンプトの有効化(オンまたはオフ)

オプション:

選択: [Screen Brightness (画面の明るさ)]、[Button Brightness (ボタンの明るさ)]、
[Colors (色)]

2 [Display (ディスプレイ)]
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表27。 システムのセットアップ

設定選択
[Screen Brightness (画面の明るさ)]: 手動または自動
[Button Brightness (ボタンの明るさ)]: プラスまたはマイナス
[Colors (色)]:

• [Automatic (自動)]、[Day (日中)]、[Night (夜間)]

• テーマ(デフォルト、オレンジ、青、緑、赤、紫)

• [High Contrast Colors (ハイコントラストカラー)]

オプション:

選択: [Enabled (有効化)]または[Disabled (無効化)] (最大4ページを選択します)3 [Global Presets (グローバルプリ
セット)]

選択: [Full (フル)]または[Large (大)]4 [Keyboard (キーボード)]
選択:[Bluetooth](デフォルトはオフ)、[ListPairedDevices(ペアリング済みデバイスの
リスト)]、[Ring Tones (着信音)]

5 [Bluetooth Setup (Bluetooth設
定)]

選択: [Pair/Manage Rider Headset (ライダーヘッドセットのペアリング/管理)]、
[Pair/Manage Passenger Headset (パッセンジャーヘッドセットのペアリング/管理)]、
[Enable/Disable (有効化/無効化)]

6[WirelessHeadsetSetup(ワイヤレ
スヘッドセットの設定)]

選択: [English (ヤードポンド法)]または[Metric (メートル法)]7 [Units (単位)]
選択: [Daylight Savings Time (サマータイム)] (オンまたはオフ)、[Clock Format (時間形
式)] (12時間または24時間)、[Time Set (時計合わせ)] (GPSまたは手動)、[Time Zone (タイ
ムゾーン)]

8 [Clock (クロック)]

選択: [Enabled (有効化)]または[Disabled (無効化)]9 [Rear Controls (リアコントロー
ル)]

選択:[Software(ソフトウェア)]、[Hardware(ハードウェア)]、[EQ]、[Navigation(ナビ
ゲーション)]、[XM Subscription (XMの契約)]、[Reset (リセット)]

10[SystemInformation(システム情
報)]
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表27。 システムのセットアップ

設定選択
選択: [English (US) (英語(アメリカ))]、[English (UK) (英語(イギリス))]、[French
(France)(フランス語(フランス))]、[French(Canada)(フランス語(カナダ))]、[Spanish
(Spain) (スペイン語(スペイン))]、[Spanish (Mexico) (スペイン語(メキシコ))]、
[Portuguese (Portugal) (ポルトガル語(ポルトガル))]、[Portuguese (Brazil) (ポルトガ
ル語(ブラジル))]、[Italian (イタリア語)]、[German (ドイツ語)]、[Russian (ロシア
語)]、[Czech (チェコ語)]、[Polish (ポーランド語)]、[Dutch (オランダ語)]、[Turkish
(トルコ語)]、[Japanese (日本語)]

11 [Language (言語)]

選択: オン、オフ12 [Projection Mode (投影モード)]

言語

操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Language
(言語)]。

本システムは、表27に示す任意の言語に設定できます。 選択
した言語は、画面に表示されるテキスト、システムの音声プ
ロンプト、音声認識機能に影響を与えます。 本システムを適
切に使用できるようにするため、希望する言語と、その言語
の地域を必要に応じて選択してください。

画面の明るさ

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Display
(ディスプレイ)]>[ScreenBrightness(画面の明るさ)]。

2. 手動、自動を切り替えるときは次のようにします。

a. [Automatic (自動)]:[Automatic (自動)]チェックボッ
クスにチェックを入れます。画面の明るさは、スピー
ドメーターのセンサーが測定した周囲の明るさに応じ
て、自動的に調節されます。

b. [Manual(手動)]:[Automatic(自動)]チェックボックス
のチェックを外します。 明るさのレベルを調節しま
す。

[BUTTON BRIGHTNESS (ボタンの明るさ)]

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Display
(ディスプレイ)] > [Button Brightness (ボタンの明る
さ)]。

2. 明るさのレベルを調節します。
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注記
• 明るさの設定は、車両の計器、イルミネーションハンドコ

ントロールスイッチ(モデル限定)、およびその他のアクセ
サリーの明るさには影響を与えません。

• フェイスプレートボタンの照明は、ラジオがデイカラー
モードの間はオフのままになります。

COLORS (色)

Colors (色)

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Display
(ディスプレイ)] > [Colors (色)]。

2. 「図44」を参照してください。 目的のカラーモードが表
示されるまで、[Colors (色)]複数選択アイコンを押しま
す。

a. デイカラー: 明るい色で画面が表示されます。

b. ナイトカラー: 落ち着いた暗い色で画面が表示され
ます。ナビゲーションマップもナイトカラーモード
で表示されます。ナイトカラーモードでは、他の背
景色は選択できません。

c. 自動カラー: スピードメーターのセンサーが測定し
た周囲の明るさに応じて、デイ/ナイトカラーモー
ドが自動的に調節されます。

1167312

図44。 Colors (色)

テーマ

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Display
(ディスプレイ)] > [Colors (色)] > [Theme Color (テーマカ
ラー)]。

2. 希望の色が選択されるまでリストをスクロールします。

a. 選択: [Default (デフォルト)]、[Orange (オレン
ジ)]、[Blue (青)]、[Green (緑)]、[Red (赤)]、
[Purple (紫)]。
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ハイコントラスト

ハイコントラストデイカラーを有効にすると、日光で画面が
強く照らされてもよく見えます。

この機能は、色設定または右ハンドコントロールの戻るスイッ
チを5秒間押し続けることで有効になります。 この機能は、
ディスプレイがナイトカラー表示になっているときは有効に
できません。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Display
(ディスプレイ)] > [Colors (色)]。

2. [DayColors(デイカラー)]または[AutomaticColors(自動
カラー)]を選択した状態で、[HighContrastColors(ハイ
コントラストカラー)]チェックボックスにチェックを入
れます。

ヤードポンド法/メートル法

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

注記
ヤードポンド法/メートル法の選択は、オドメーターで表示さ
れる単位にも影響を与えます。

2. 目的の単位の種類が表示されるまで、複数選択アイコン
を押します。

a. ヤード・ポンド法:マイル、ヤード、フィート、mph、
ガロン、°F (華氏)およびPSI (ポンド/平方インチ)で
測定値が表示されます。

b. メートル法: キロメートル、メートル、km/h、リッ
ター、°C(摂氏)およびkPa(キロパスカル)で測定値が
表示されます。

時計

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Clock
(時計)]。

2. 手動による時刻の調整:

a. 手動モードを選択: 時計を現在の時刻に手動で調節
するには、+と-のコントロールを使用します。

b. GPSモードを選択: GPS時刻にオフセットを適用する
ことができます。オフセットは、時刻設定の横に表
示されます。

3. DST (デイライトセービングタイム): 時刻設定がGPSまた
は手動モードの場合、サマータイム時間に自動的に対応
しません。DSTを有効にすると、時計が1時間進み(北半球
が春の間)、無効にすると、元の時間に戻ります。
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4. 12/24時間形式: 複数選択アイコンを押して、12時間また
は24時間表示の時計モードを選択します。

5. 時刻モード: 複数選択アイコンを押して、[GPS]または
[Manual (手動)]を選択します。

a. GPS時計を受信GPS信号のデータと自動的に同期しま
す。 GPS時刻は、ナビゲーション付きのラジオでの
み利用できます。

b. 手動 時刻を手動で入力します。

c. RDSRDSデータをブロードキャストするラジオ局と自
動的に時刻を同期します。 RDSは、RDSの運用をサ
ポートしている地域内のラジオでのみ利用できま
す。

注記
時刻モードでGPSが選択されると、タイムゾーンは自動的に
ゾーン(自動)がデフォルトになります。

6. タイムゾーン: タイムゾーンを選択します。 GPS時刻の場
合、[AUTO (自動)]にすると時計は車両がある場所のタイ
ムゾーンに調節されます。 車両が別のタイムゾーンに移
動すると、時計が更新されます。

スピーカー/ヘッドセットの選択

1. 「図45」を参照してください。 操作: [Home (ホーム)] >
[Setup (セットアップ)] > [Audio Settings (オーディオ設
定)] > [Audio Routing (オーディオのルーティング)]。

2. 表示されるカテゴリーごとに、オーディオをヘッドセッ
トとスピーカーのどちらに流すかを選択します。

a. メディア/チューナー チューナー局、SiriusXMチャ
ンネル、およびメディアファイル。

b. 電話/Com CB、インターコム、および電話。

c. プロンプト/Nav音声認識、ナビゲーションのプロン
プト、文字読み上げ、およびラジオからのその他の
音声によるフィードバック。
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図45。 スピーカーまたはヘッドセット

オーディオ設定: 低音/高音

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Setting (オーディオ設定)]。

2. [Bass (低音)]と[Treble (高音)]の設定を(+)と(-)のコン
トロールを使用して調節します。トーンの設定は、スピー
カーとヘッドセットを経由するすべてのオーディオ出力
に適用されます。

フェード

注記
オーディオ設定で前/後のフェードを無効にしている場合、左
右にスライドする垂直バーは、画面上に表示されません。 同

様に、上部または下部のフェードを無効にしている場合、上
下にスライドする水平バーは、画面上に表示されません。

フェードの十字線が押下した位置に移動し、適切なフェード
レベルを設定します。 外部アンプの設定により、水平軸また
は垂直軸が存在しないことがあります。

フェードの設定では、フロントとリアのスピーカー間のボ
リュームのバランスを調節します。デフォルトでは、ボリュー
ムバランスが等しくなるようにフェードが中央に設定されま
す。

フェードの設定は、ヘッドセットやマイクのオーディオレベ
ルには影響を与えません。 フェードはリアスピーカーのない
モデルには適用されません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Setting (オーディオ設定)] > [Fade (フェード)]。

2. フロントとリア間のフェードを調節します。

a. フェード調整(標準): [R (リア)]または[F (フロン
ト)]のコントロールを押して、フロントとリアのス
ピーカー間のボリュームのバランスを調節します。
中央の円は、フロントとリアのスピーカー間のボ
リュームのバランスが平等な点を示します。
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b. グラフィックによるフェード調節(モデル限定): 左
右のカーソルコントロールを押して、フロントとリ
ア間のサウンドバランスを調節します。フェード調
節ラインは、フロントとリアのスピーカー間のサウ
ンドのバランスを示します。中央の点線は、フロン
トとリアのスピーカー間のボリュームのバランスが
平等なラインを表します。ロアスピーカー装備車に
は、アッパースピーカーとロアスピーカーとのバラ
ンスを調整するための水平線があります。

1

2
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バランス均等ポイント1.
フェード調節ライン2.

図46。 グラフィックによるフェード調節(モデル限定)

注記
スピーカーの設定がフェードの設定に対応していない場合、
フェードは表示されません。

スピードボリューム

スピードボリューム設定は、車両の速度に応じてボリューム
を調節します。 この機能では、モーターサイクルの停止中ま
たは低速走行中に、ボリュームを快適なレベルに設定できま
す。 車両の加速に応じて、エンジン、風、およびその他の周
囲の騒音を補正するようにボリュームが自動的に調節されま
す。

スピードボリューム設定は、インターコムの音声起動(VOX)に
影響を与えます。 この設定は、高速時に周囲の騒音がVOX通
信を起動するのを防ぎます。 また、VOXの感度設定の頻繁な
調節も不要にします。

スピードボリュームは、以前のハーレーダビッドソンサウン
ドシステムでは、オートマチックボリュームコントロール
(AVC)とも呼ばれています。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Settings (オーディオ設定)] > [Volumes (ボリューム)] >
[Speed Volume (スピードボリューム)]。

2. スピードボリュームを4つのレベルのいずれかに調節しま
す。 各レベルで車両の加速に応じて増加するボリューム
量が定義されます。

a. 必要ない場合、スピードボリュームはオフにできま
す。
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注記
• スピードボリュームを最低のレベルに設定すると、この機

能が実質的にオフになります。ボリュームは走行中に一定
に保たれます。 ただし、ラジオにはダイナミックフィル
ター付きのイコライザーがあり、特定の周波数バンドがス
ピードに応じて変更されます。 このため、スピードボ
リュームがオフの場合でも、速度の変化に応じてサウンド
が変わる場合があります。

• スピードボリュームの効果は、ボリュームが最大設定付近
にすでに上げられている場合や、低音および高音設定に
よっては、わかりにくくなります。

フィードバックプロンプト

プロンプトのボリュームは、音によるフィードバックに影響
を与えます(ナビゲーションプロンプト、音声認識プロンプ
ト、文字読み上げ機能など)。 プロンプトのボリュームは、
プロンプトの再生中にボリュームハンドコントロールで調節
することができます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Settings (オーディオ設定)] > [Volumes (ボリューム)] >
[Speaker Volumes (スピーカーボリューム)]。

2. 選択:[Media/Tuner(メディア/チューナー)]、[Prompt/Nav
(ナビゲーション/プロンプト)]、[Phone(電話)]、[CB]、
[Beep (ビープ音)]。

3. 音を下げるには(-)を押し、上げるには(+)を押してボ
リュームを調整します。

リアコントロール

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Rear
Controls (リアコントロール)]。

2. チェックボックスを選択して、音声を有効にします。

a. チェックあり: Tour-Pakの側面にある全てのパッセ
ンジャーコントロールが通常どおり機能します。

b. チェックなし:パッセンジャーボリュームとPTTのコ
ントロールは通常どおり機能し続けますが、 モー
ド/アップ/ダウン(MODE/UP/DN)スイッチは無効にな
ります。 パッセンジャーは、音源の変更や、他の
チャンネルまたは曲へのチューニング/シークはで
きません。

[GLOBAL PRESETS (グローバルプリセット)]

グローバルプリセット機能は、すべての音源に共通する一連
のプリセットを表示します。 すべてのチューナーバンド局
(AM、LW、MW、FM、WB)、メディアファイル、およびSiriusXM
チャンネルのプリセットが、すべての音源の画面に共通して
表示されます。 このため、最もよく使用するチャンネルやメ
ディアに簡単にアクセスでき、異なるデバイスや音源に手動
で切り替える必要がありません。 有効にされている場合、最
大20のグローバルプリセットがサポートされます。
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注記
グローバルプリセットがメディアファイルに使用されている
場合、これらのプリセットはメディアが接続されていないと、
グレーアウトされ、利用できません。

グローバルプリセットが有効にされていない場合は、各チュー
ナーバンドまたはメディアデバイスは固有のプリセットのみ
を表示します。 また、グローバルプリセットが有効でない場
合は、プリセットの総数が異なります。 CBのチャンネル、電
話帳の連絡先、ナビゲーションの目的地は、グローバルプリ
セットとして保存できません。 詳細については、AM-FM-WBラ
ジオ (ページ 77)を参照してください。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Global
Presets (グローバルプリセット)]。

2. 「図47」を参照してください。 選択: チェックボックス
を有効にします。

3. ページ数を減らすには(-)を押し、増やすには(+)を押し
て調整します。 最大4ページ選択できます。

4. グローバルプリセットの設定:「図48」を参照してくださ
い。目的の音源(チューナー局、メディアファイル、また
はSiriusXMチャンネル)を選択します。目的のプリセット
アイコンを長押しして、新しいプリセットを保存します。

5. グローバルプリセットの選択:いずれかの音源が表示され
ているときに、目的のプリセットを選択します。 選択し
たプリセットの再生に必要なバンドまたはメディアデバ
イスに自動的に切り替わります。

1
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有効化されたグローバルプリセット1.
ページ番号(1 ～ 4)2.

図47。 [Global Presets (グローバルプリセット)]
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SiriusXMグローバルプリセット3.

図48。 グローバルプリセットの設定

BLUETOOTH

B l u e t o o t h デ バ イ ス の 構 成 や 操 作 の 方 法 に つ い て は 、
「Bluetooth(ページ 114)」のセクションおよびその他の該当
する項を参照してください。

着信音

新しい着信音の設定やインストールの方法については、「着
信音 (ページ 134)」を参照してください。

SIRIUSXM

装備車でのSiriusXMの設定や受信の方法については、「サテ
ライトラジオ (ページ 95)」を参照してください。

交通

交通機能の設定や操作の方法については、「交通 (ペー
ジ 165)」を参照してください。

システム情報

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [System
Information (システム情報)]。

2. 選択:[Software(ソフトウェア)]、[Hardware(ハードウェ
ア)]、[EQ(equalizer)(EQ(イコライザー))]、[Navigation
(ナビゲーション)]、[XM Subscription (XMサブスクリプ
ション)]、[Reset(リセット)]、または[SoftwareLicense
(ソフトウェアライセンス)]

設定 71



表28。 ソフトウェアのアップデート

結果選択
ラジオにインストールされている現在のソフトウェアのバージョンを表示します。 Boom! Boxの
ソフトウェアアップデートは、www.harley-davidson.comまたはソフトウェアの更新(ページ 73)で
入手可能です。

ソフトウェア

ハーレーダビッドソン社の部品番号、 サプライヤーの部品番号、 ラジオに固有のシリアル番号
を表示します。ラジオで使用できる機能を特定するには、ハーレーダビッドソン社の部品番号と
「仕様 (ページ 24)」の情報を使用します。

金具

ラジオにインストールされているイコライザー(EQ)ファイルを表示します。これは、車両、フェ
アリングの種類、およびスピーカーの構成に基づきます。EQは新しいアクセサリースピーカーを
モーターサイクルに追加する際に、販売網店が更新する場合があります。

[EQ (イコライザー)]

選択: [Software (ソフトウェア)]、[Map Database (地図データベース)]、[Dealer Database (販売
店データベース)]、[Export for Update (アップデートのエクスポート)]

ナビゲーション

ソフトウェア: ナビゲーションソフトウェアエンジンの現在のソフトウェアのバージョンを表示
します。
地図データベース: ラジオにインストールされている現在の地図データベースのバージョンを表
示します。
販売店データベース: ラジオにインストールされている現在の販売店データベースのバージョン
を表示します。
アップデートのエクスポート: 新しい地図セットの更新時または購入時に使用します。 地図のイ
ンストールや更新の方法については、「ナビゲーションデータベースおよびソフトウェア (ペー
ジ 174)」を参照してください。
選択: [Radio (ラジオ)]、[Specialty Services (特別サービス)]XMサブスクリプション
ラジオ:ラジオサービス登録ステータスが、サポートまたはアクティベーションのためのESN番号
およびSiriusXM電話番号とともに表示されます。
特別サービス: 各サービス(交通、燃料、天気および予報サービス)の登録ステータスが、サポー
トまたはアクティベーションのためのESN番号およびSiriusXM電話番号とともに表示されます。
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表28。 ソフトウェアのアップデート

結果選択
選択:[PrivacyReset(プライバシーリセット)]、[ResettoFactoryDefaults(工場出荷時にリセッ
ト)]

リセット

プライバシーリセット: プライバシーリセットは、ラジオのメモリの全ての個人情報を削除する
ために、販売網店が実行できます。プライバシーリセットはモーターサイクルを売る場合や、ラ
ジオを新しい個人設定で完全に再設定する場合に役立ちます。
工場出荷時にリセット: 工場設定の復元は、ラジオを元の工場設定に復元するために、販売網店
が実行できます。 この復元では、ラジオの全ユーザー設定が削除されます。 このサービスを受
けるには、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店にお問い合わせください。
全てのオープンソースライセンスのリストソフトウェアライセンス

ソフトウェアの更新

ハーレーダビッドソン社では、ラジオのソフトウェアアップ
デートをwww.harley-davidson.comで定期的にご提供していま
す。

注記
ラジオハードウェア部品番号情報を探している場合は、8桁の
ベース番号のみが必要です。 たとえば、次のH-D部品番号の
場合: 76000783。 ベースH-D部品番号の末尾にあるアルファ
ベット指示子は無視してください。

ソフトウェアの確認

最新バージョンのソフトウェアを使用しているかどうか確認
してください。新しいバージョンがリリースされていた場合
は、ソフトウェアをアップデートしてください。

1. 操作: [Home(ホーム)] > [Setup(セットアップ)] > [System
Information(システム情報)] > [Hardware(ハードウェ
ア)]。

a. ラジオのH-D部品番号を記録します。

b. 表29を参照してください。ラジオのH-D部品番号を
見つけ、照合します。

2. 最新のラジオソフトウェアのバージョンを、インフォテ
イ ン メ ン ト サ ポ ー ト リ ソ ー ス の
https://serviceinfo.harley-davidson.comページで確認
します(全ての市場)。
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3. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [System
Information (システム情報)] > [Software (ソフトウェ
ア)]。

a. ラジオのソフトウェアバージョンを、最新バージョ
ンと比較します。

b. バージョン番号が同じ:利用可能な最新のソフトウェ
アを使用しています。 更新は必要ありません。

c. 最新バージョンの番号の方が大きい:ソフトウェア
の更新手続きに進んでください。

ソフトウェアの更新

更新は、次の手順で行うか、または車両をハーレーダビッド
ソンジャパン販売網店に持ち込んで行うことができます。

注記
ソフトウェアアップデートをダウンロードするには、Windows
オペレーティングシステムを搭載したコンピュータープラッ
トフォームが必要です。 アップデートをダウンロードする際
に、 製品を 使用しないでください Apple 。

注記
パスワード暗号化ドライブには互換性がありません。 USBド
ライブに他のファイルがないようにします。

1. ダウンロード要件:

a. USBドライブの容量: 16 GB (最低)

b. GPXファイルのインポート: FAT32またはexFATで
フォーマットされたUSBドライブが必要です。

c. ソフトウェアのアップデート: NTFS、FAT32または
exFATでフォーマットされたUSBドライブが必要で
す。

注記
インストールプロセスは中断しないでください。 車両のイグ
ニッションとラジオをオンの状態に保ち、インストールプロ
セスが完了するまでUSBドライブを接続したままにします。

2. 最新のソフトウェアバージョンをWebサイトからダウン
ロードします。

a. ラジオ(GTSまたはGTS (CVO))の更新を選択します。

b. 表29を参照してください。該当する場合、適切な地
域/車両の設定を選択します。

3. ソフトウェアパッケージを任意のフォルダーに解凍しま
す。このフォルダーには、.ISO拡張子の付いたインストー
ルファイルが含まれます(.txtファイルは必要ありませ
ん)。
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4. この.ISOファイルをUSBドライブのルートディレクトリ
(最上位ディレクトリ)にコピーします。

5. 車両イグニッションの設定:

a. キー式イグニッションの車両: 車両イグニッション
スイッチをACCESSORYまで回します。

b. キーレスイグニッションの車両: [OFF/RUN (ストッ
プ/ラン)]スイッチがオフの状態で、車両がアクセ
サリーモードに入るまでトリガースイッチを長押し
します。

6. ラジオをオンにします。

注記
間違ったファイルがUSBドライブにある場合、エラーメッセー
ジがラジオに表示されます。

7. USBドライブを車両のUSBポートに接続します。

a. 新しいソフトウェアが検出され、アップデートする
よう指示が出ます。

b. 選択: [Yes (はい)]。

c. ソフトウェアのインストールが開始されます。

d. アップデートが完了すると、USBドライブを抜くよ
う指示が出ます。

表29。 Boom! Box GTSソフトウェア

ソフトウェアとアプリケーションH-D 部品番号

BOOM! BOX GTS - 北米
(米国内仕様)

76000783
76000779
76000786
76000796

BOOM! BOX GTS - ヨーロッパ
(HDI)

76000784
76000780
76000787
76000797

BOOM! BOX GTS - 他の地域
(ROW)

76000785
76000781

プライバシーリセット

プライバシーリセットは、ラジオのメモリのすべての個人情
報を削除するために、販売網店が実行できます。プライバシー
リセットはモーターサイクルを売る場合や、ラジオを新しい
個人設定で完全に再設定する場合に役立ちます。再設定する
と、電話接続、ダウンロードした電話帳、通話履歴、ナビゲー
ション履歴、お気に入り、プリセットなどの情報や履歴がラ
ジオから削除されます。プライバシーリセットは時計やオー
ディなどの他の基本設定には影響を与えません。このサービ
スを受けるには、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網
店にお問い合わせください。
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工場設定の復元

工場設定の復元は、ラジオを元の工場設定に復元するために、
販売網店が実行できます。この復元では、ラジオの全ユーザー
設定が削除されます。このサービスを受けるには、ハーレー
ダビッドソン ジャパン正規販売網店にお問い合わせくださ
い。
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AM-FM-WBラジオ

チューナー

ラジオには、チューニングおよびスキャン機能を備えたマル
チバンドステレオレシーバーがあります。チューナーは、(車
両の設定に応じて) RDS/RBDSデータの表示をサポートしてい
ます。 チューナーは、特定の種類の番組(カントリーミュー
ジックやニュースなど)を検索するように設定できます。 一
部のラジオでは、本システムは、範囲内の局のリストを構築
して、現在再生中の曲や番組をそのリストに入れることがで
きます。

[Tuner (チューナー)]画面のコンポーネントの説明について
は、「図49」を参照してください。

3
4

5

6

7

8

1 21169698

カテゴリーのアイコン1.
[Source (音源)]フィールド (選択可)2.
チューナーまたはメディアの選択3.
局名、曲タイトル、アーティスト4.
[Menu (メニュー)]アイコン5.
プリセット (1～5、最大20件)6.
周波数7.
Artist (アーティスト)8.

図49。 チューナー画面

バンドを選択

ラジオでは、地域やラジオの種類に応じて、異なる周波数バ
ンドをサポートしています。

オ
ー

デ
ィ

オ

オーディオ 77



1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: 目的のバンド([AM]、[FM]、[WB]、[Sirius])。

バンドを選択: 音声認識

1. 選択: [Voice recognition (音声認識)]スイッチ。

2. マ イ ク に 向 か っ て バ ン ド ( 「 エ ー エ ム 」 「 エ フ エ ム 」
「エックスエム」「ウェザーバンド」のいずれか)を話し
ます。 BluetoothでペアリングされたデバイスやUSBなど
のメディアも、接続していれば利用できます。 「音声認
識 (ページ 177)」を参照してください。

チューニング/シーク/プリセット局

[Tune(チューニング)]および[Seek(シーク)]は、左ハンドコ
ントロールスイッチにしかありません。 「左ハンドコント
ロール (ページ 37)」を参照してください。

プリセットの選択は、右ハンドコントロールスイッチまたは
タッチスクリーンで行えます。「右ハンドコントロール(ペー
ジ 39)」を参照してください。

チューニングまたはシークの際、チューナーは周波数範囲の
最小値または最大値に達すると、チューニングまたはシーク
を最初から繰り返します。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. チューニング(左ハンドコントロールスイッチ):

a. タップ: 一定の数値で周波数を上げ下げします。

b. 長押し: スイッチから指を放すまで、一定の周波数
範囲内で周波数を上げ下げします。

3. シーク(左ハンドコントロールスイッチ): 1秒間押してか
ら放します。 次の放送局まで前後に周波数範囲をシーク
します。

4. プリセット(右ハンドコントロールスイッチ):スイッチを
左右どちらかに動かすと、プリセットが順次切り換わり
ます。スイッチを押し込むとプリセットが選択されます。

ある局に合わせます。 音声認識

1. 選択: [Voice recognition (音声認識)]スイッチ。

2. 話す: 「Tune to (チューニング)」に続けて周波数をマイ
クに向かって話します(例: 「Tune to ninety-seven point
one (97.1にチューニング)」)。 選択した周波数に応じ
て、適切なバンド(AMやFMなど)が自動的に選択されます。

放送局をシーク: 音声認識

1. 選択: [Voice recognition (音声認識)]スイッチ。
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2. 話す:「SeekUp(シークアップ)」「SeekDown(シークダウ
ン)」とマイクに向かって話します。

局のスキャン

[Scan (スキャン)]を選択すると、各周波数のスキャンが始ま
ります。 放送局が見つかると、その周波数に5秒間とどまっ
てからスキャンが再開されます。 バンド周波数全体を2回ス
キャンする間に電波の強い局が見つからない場合、スキャン
は自動的に中止されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。

3. 選択: [Scan (スキャン)]。

4. 局 を 選 択 す る に は 、 右 側 の ハ ン ド コ ン ト ロ ー ル の
[Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチを押します。

プリセット

プリセットは、好きなラジオ局を保存して簡単にアクセスで
きるようにします。サテライトラジオ/メディアx20、FM/DAB+
x 15、AM x 5、LW x 5、MW x 5、WB x 5のプリセットがあります。
ラジオにはグローバルプリセットも設定できます。「[Global
Presets (グローバルプリセット)] (ページ 69)」を参照して
ください。

1. ある局に合わせます。

2. 放送局をプリセットに保存します。

a. タッチスクリーン: ビープ音が鳴るまで、選択した
プリセットを長押しします。

b. [Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチ: 選択し
たプリセットを強調表示します。ビープ音が鳴るま
で、[Cursor/Select(カーソル/選択)]スイッチを長
押しします。

3. プリセットのチューニングを行う場合は、タッチスクリー
ンまたは[Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチでプ
リセットを選択します。

カテゴリー

注記
カテゴリーを選択しない場合、またはカテゴリーが認識され
ない場合は、スキャンまたはシークを停止しません。

FMバンドは、特定の種類のラジオ番組(ニュース、スポーツ、
クラシック音楽など)がスキャンできます。 カテゴリーを選
択すると、選択したカテゴリーコードの番組を放送している
局のみがスキャンされます。 一部の局ではこれらのコードを
放送していません。
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カテゴリーの選択

北米で使用できるカテゴリーについては、「表30」を参照し
てください。

他の地域で使用できるカテゴリーについては、「表31」を参
照してください。

1. 「図49」を参照してください。 FMバンドの状態でカテゴ
リーアイコン(1)を選択すると、使用できる全カテゴリー
のリストが表示されます。

2. 「図50」を参照してください。カテゴリー(2)をリストか
ら選択します。

a. 選択した個々のカテゴリー: 選択したカテゴリーの
放送局だけがスキャンされます。

b. 全て消去(または選択されたカテゴリーがない): 全
ての放送局がスキャンされます。

c. 全て設定: いずれかの番組の種類を放送している放
送局がスキャンされます。番組の種類のコードを放
送していない局では、シークまたはスキャンは停止
しません。

1

2

1170892

[Set All (全て設定)]または[Clear All (全てクリア)]
フィールド

1.

カテゴリー (地域リストを参照)2.

図50。 カテゴリー画面
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表30。 FMカテゴリー： RBDS、北米

オプションオプション
• Classical (クラシック)

• Rhythm & Blues (リズム&ブ
ルース)

• Soft Rhythm & Blues (ソフト
リズム&ブルース)

• Foreign Language (外国語)

• ReligiousMusic(宗教音楽)

• ReligiousTalk(宗教トーク
番組)

• Personality (パーソナリ
ティ)

• Public (公共番組)

• College (大学)

• SpanishTalk(スペイン語の
会話)

• Spanish Music (スペインの
音楽)

• Hip Hop (ヒップホップ)

• [Weather (天候)]

• News (ニュース)

• Information (情報)

• Sports (スポーツ)

• Talk (トーク番組)

• Rock (ロック)

• Classic Rock (クラシック
ロック)

• Adult Hits (アダルトヒッ
ト)

• Soft Rock (ソフトロック)

• Top 40 (トップ40)

• 国

• Oldies (オールディーズ)

• Soft (ソフト)

• Nostalgia (ノスタルジア)

• Jazz (ジャズ)

表31。 FMカテゴリー： RDS、その他の地域

オプションオプション
• [Weather (天候)]

• [Finance (金融)]

• [Children'sPrograms(子供
向け番組)]

• [Social Affairs (社会問
題)]

• Religion (宗教)

• Phone-in (視聴者電話参加
型番組)

• [Travel (旅行)]

• Leisure (レジャー)

• Jazz Music (ジャズ音楽)

• Country Music (カントリー
ミュージック)

• National Music (国内音楽)

• OldiesMusic(オールディー
ズ音楽)

• Folk Music (フォーク音楽)

• Documentary(ドキュメンタ
リー)

• News (ニュース)

• CurrentAffairs(時事問題)

• Information (情報)

• スポーツ

• Education (教育)

• Drama (ドラマ)

• Culture (文化)

• Science (科学)

• Varied (バラエティ)

• Pop Music (ポップミュー
ジック)

• Rock Music (ロックミュー
ジック)

• EasyListening(イージーリ
スニング)

• Light Classical (一般クラ
シック)

• Serious Classical (本格ク
ラシック)

• OtherMusic(その他の音楽)
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局リスト(EU)

局リスト機能を持つラジオには、[FM]画面の左上隅に[Stat
(局)]アイコンがあります。 ラジオはFMバンドで受信できる
すべての局をスキャンして、そのリストを作成します。 デュ
アルチューナー付きのラジオは、局が範囲内または範囲外に
なるたびにリストを更新し続けます。

「図51」を参照してください。 局リストにアクセス: FMバン
ド画面の左上にある[Station Categories (局のカテゴリー)]
アイコンを押します(装備している場合のみ)。

「図52」を参照してください。 局の選択: スクロールコント
ロールを使って目的の放送局をリストの中から選択します。

1172011

図51。 FMチューナー局リスト(EU)

1

2

1171992

カテゴリー1.
局(現在の局または番組の情報を表示)2.

図52。 局リスト

RBDS/RDS

一部のラジオ局では、局IDの表示、情報の設定、およびラジ
オのその他の機能のサポートに使用できるデータを放送して
います(地域により異なります)。

ラジオブロードキャストデータシステム(RBDS)は、主に北米
で使用されています。 通常、RBDSを送信している局は、ラジ
オ局名、アーティスト、曲名などの情報をラジオに提供しま
す。

ラジオデータシステム(RDS)は、主に欧州で使用されていま
す。 RDSデータを送信している局も、時刻の更新、天気、交
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通、およびその他の地域情報を提供する場合があります。 す
べてのラジオ局がRBDSまたはRDSデータを送信するわけではあ
りません。[RBDS]または[RDS]のチェックを外している場合、
またはこのサービスを利用できない場合は、ラジオの周波数
のみが表示されます。

RDS/RBDSの有効化

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。

3. 選択: [RDS]チェックボックスまたは[RBDS]チェックボッ
クス。

RDS機能: RDS機能を持つデュアルチューナーラジオでは、3つ
の別々のRDS機能を有効にできます。

• 代替周波数切り替え(AF): ラジオは、同じ番組を放送して
いる他の放送局の信号強度をモニターしています。他の局
の信号品質の方が高い場合、その局に自動的に切り替えま
す。

• 地域化(REG):ラジオ局の中には、自局の番組を、周波数の
異なる別々の地域番組に分割している局があります。地域
化では、地域の関連する局の周波数を自動的に使用して、
代替周波数にジャンプします。

• 交通情報案内/道路情報番組(TP/TA): ラジオは、道路交通
情報を対象に各局をモニターしています。交通情報案内が
検出されると、その案内を放送している局に自動的に切り
替わります。交通情報案内アイコン(TA)がステータスバー
に表示されます。終了すると、チューナーは元の状態に戻
ります。交通情報案内を定期的に放送している局に設定さ
れている間、ステータスバーには道路情報プログラム(TP)
アイコンが表示されます。有効にされている場合、ラジオ
は、Enhanced Other Networks (EON)の情報を放送している
局も監視します。

ウェザーバンド

「表32」を参照してください。 ウェザーバンドは、北米のラ
ジオでサポートされています。 この機能を装備したラジオで
は、ウェザーバンドの7つの周波数のいずれかに合わせること
ができます。 ウェザーバンドの5つのプリセットは、デフォ
ルトでは最初の5つのウェザーバンドの周波数に設定されてい
ます。

一般に、1つのエリアを担当するウェザーバンド局は1つだけ
です。 シーク機能で見つかるのは、受信できる放送局だけで
す。

米国では、米国海洋大気庁(NOAA)がNational Weather Radio
(NWR)局を全国で運営しています。 これらの局は、ウェザー
バンド用に指定されている7つの異なる周波数を使用して気象
に関する案内を常に放送しています。

カナダはWeatheradio Canadaが気象情報を放送しています。
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注記
RBDS/RDSを有効にしないとWBチャンネルは表示されません。

1. ウェザーバンドを聞く:

a. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

b. 選択: [Source (音源)]フィールド。

c. 選択: [WB]。

d. [Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチを使っ
て、7つあるウェザーバンド周波数を順次切り替え
るかプリセットを選択します。「表32」を参照して
ください。

表32。 ウェザーバンドのチャンネル

周波数チャンネル
162.400 MHzWB1
162.425 MHzWB2
162.450 MHzWB3
162.475 MHzWB4
162.500 MHzWB5
162.525 MHzWB6
162.550 MHzWB7

気象警報

ウェザーバンドの警報機能は、CBモジュールを装備した北米
向けのラジオでのみ使用できます。

気象警報機能をオンにすると、CBモジュールはウェザーバン
ドを絶えずスキャンして、ウェザーバンド局からの警報音を
調べます。 ライダーは引き続き、メディアの再生、他の局の
視聴、ラジオの他の機能の使用が可能です。 警報音を検出す
ると、ラジオはウェザーバンドに切り替わり、警報案内があ
るチャンネルに設定されます。 警報では、竜巻、嵐、洪水な
どの異常な気象状態や、環境に関する他の警告が示されます。
ウェザーバンドと警報放送の情報については、
www.weather.govを参照してください。

気象警報のオン: 「図53」を参照してください。 ウェザーバ
ンド画面で[weather alert on/off (気象警報のオン/オフ)]ア
イコン(2)を押してください。
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現在のチャンネル1.
警告インジケーター2.
[オン/オフ]アイコン3.
ラジオ局プリセット(1～5)4.

図53。 ウェザーバンド

[MEDIA (メディア)]

メディアスクリーン

「図54」を参照してください。 [Media (メディア)]画面は、
現在再生している曲のステータスを表示します。 曲のジャ
ケット画像がある場合、その画像もメディア画面に表示され
ます。

8

4

7 5

3

1

6

21154883

メディアのしぼり込み (USBが表示されている様子)1.
メディアデバイス (USBが表示されている様子)2.
設定3.
Repeat (リピート)4.
残り時間5.
ファイルシーケンス(デバイス/プレイリスト/アルバム)6.
経過時間7.
シャッフル8.

図54。 メディアスクリーン

メディアデバイス

注記
メディアファイル名には、以下の文字を使用し内でください。
」を参照してください。 : ? “ < > | / *
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ラジオでは、USB接続とBluetooth接続の各種のメディアデバ
イスをサポートしています。 一般的なガイドラインとして、
デバイスに対するサポートを「表33」に示します。 デバイ
ス、ファイルの種類、または接続の種類によっては、使用で
きない機能やメニューもあります。

大容量の記憶装置(USBドライブなど)の場合、デバイス上の
ファイル構成が性能に影響を与えることがあります。 ファイ
ルの性能とインデックス設定を最適化するために、メディア
ファイルはUSBデバイスの複数のレベルのフォルダーではな
く、ルートディレクトリに保存してください。

表33。 メディアデバイスのサポート

機能または制限サポートされている
ファイル

接続サポートされている
デバイス

デバイス

すべての検索機能をサポートしています。
着信音ファイルはダウンロードできませ
ん。 ハードドライブ付きのiPodは損傷の
可能性があり、推奨されません。

iPod対応の全種類の
ファイル

Apple社専用コネク
ター。

iAP2対応iPodiPod

検索機能をサポートしている場合があり
ます。 NTFSフォーマットのドライブは、
読み取り専用機能(メディアの再生など)
にのみ使用できます。 NTFSドライブは、
乗車/経路のエクスポートやナビゲーショ
ンデータベースの更新などの機能はサポー
トしていません。

MP3、MP4、MPEG-4
AAC、M4A、M4B、
WAV、WMA

USBポートへの直接
接続。SDカードには
USBコネクターと
リーダーが必要で
す。

USBドライブ
(exFAT、FAT16、
FAT32、NTFS、HFS+)
またはSDカード

大容量のUSBスト
レージデバイス
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表33。 メディアデバイスのサポート

機能または制限サポートされている
ファイル

接続サポートされている
デバイス

デバイス

検索機能をサポートしている場合があり
ます。

MP3、MP4、MPEG-4
AAC、M4A、M4B、
WAV、WMA

USBケーブル。USB接続の電話。
PlaysForSure対応デ
バイス。メディア転
送プロトコル(MTP)
対応デバイス。

メディアプレーヤー

プリセットの機能はありません。 ファイ
ルのメタデータは表示されない場合があ
ります。 アプリまたは内部プレーヤーの
オーディオはラジオにストリーミングで
きます。

Bluetoothデバイス
に依存します。
Bluetoothオーディ
オはデバイスからス
トリーミングされ、
ラジオではデコード
されません。

A2DP/AVRCPプロファ
イル。

デバイスにより異な
ります。 最低限の
Bluetoothプロファ
イルの相互運用性が
必要です。

Bluetoothデバイス

メディアデバイスの接続: USB

1. メディアデバイスをUSBポートに接続します。必要に応じ
て、コネクターまたはリーダーを使用します。

2. メディアデバイスが自動的に認識されない場合は、デバ
イスの設定を確認してください。 デバイスの中には、メ
ディアファイルにアクセスする前に、ハードドライブま
たはメディアデバイスとして接続するように構成するこ
とが必要なものがあります。 デバイスのマニュアルを参
照してください。

• 初めてデバイスに接続する場合、ラジオはそのデバイスで
見つかった最初の曲を再生し始めます。前に使用したデバ
イスに再接続する場合は、前回再生したファイルからの再
開が試行されます。

• ラジオはデバイスのファイル情報の収集を開始します。情
報や機能の中には、ラジオがデバイスとの同期を終了する
まで使用できないものもあります。残りのファイルの再生
は、アルファベット順で行われます。

メディアデバイスの接続: Bluetooth

1. デバイスをペアリングします。 「Bluetooth (ペー
ジ 114)」を参照してください。
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2. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

3. 選択: [Source (音源)]フィールド。

4. デバイスをリストから選択します。

デバイスプレーヤーとアプリケーション:Bluetooth

ストリーミングのオーディオは、接続されているBluetoothデ
バイスの内部プレーヤーまたはアプリケーションから再生で
きます。 ラジオでは、一部のプレーヤーやアプリケーション
内の前または次のファイルの選択などの一部の機能を制御で
きます。

1. モーターサイクルが停止している状態で、Bluetoothデバ
イスと接続します。

2. Bluetooth接続のデバイス内のメディアアプリケーション
または内部プレーヤーを起動します。 オーディオの再生
がモーターサイクルのスピーカーまたはヘッドセット経
由で開始されます。

注記
デバイス内のボリュームレベルとイコライザーは、ラジオへ
のストリーミングのボリュームに影響を与える場合がありま
す。 サウンドが聞こえない、または歪みがある場合は、アプ
リケーションまたはデバイス内のボリュームを確認してくだ
さい。

3. アプリケーションまたは内部プレーヤーの操作には、ラ
ジオフェイスプレートの[Home/Volume/Previous/Next
(ホーム/ボリューム/前/次)]スイッチおよび[Mute/Power
(ミュート/電源)]ボタンを適宜使用します。

メディアデバイスの選択

1. 「図55」を参照。 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オー
ディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. ペアリングまたは接続されているデバイスのリストが表
示されます。 項目にはUSBまたはBluetoothの記号のマー
キングがあります。

注記
ラジオでは、一部のBluetoothデバイスを操作できません。

4. デバイスをリストから選択します。 デバイスが接続され
ている場合、そのデバイスの最初の曲から再生が開始さ
れます。
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図55。 メディアデバイスの選択

前/次のメディアファイルの再生: 前/次

左ハンドコントロールの[Previous/Next (前/次)]スイッチ
で、デバイスの前後の曲に移動します。

前/次のメディアファイルの再生: プリセット

右ハンドコントロールの[Cursor/Select (カーソル/選択)]ス
イッチで、ラジオの前後のプリセットに移動します。

メディアファイルの一時停止、巻き戻し、早送り

一時停止:メディアの一時停止、一時停止解除を行うときは、
[Power/Mute (電源/ミュート)]ボタンを押します。

巻き戻し: [Previous (前)]スイッチを左側に長押しします。
スイッチを押し続けると、巻き戻しが高速になります。

早送り: [Next (次)]スイッチを右側に長押しします。 スイッ
チを押し続けると、早送りが高速になります。

メディアファイルのスキャン

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。

3. 「図56」を参照してください。選択:[Scan(スキャン)]。
デバイスの各曲の連続再生が開始され、各曲で5秒間停止
します。 [Scan (スキャン)]アイコンがステータスバーに
表示されます。
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図56。 スキャンアイコンの位置 (標準)

4. 任意のスイッチを押すとスキャンが停止します。

現在のファイルのリピート

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。

3. 選択: [Repeat (リピート)]チェックボックス。 リピート
アイコンが表示され、選択が解除されるまで現在のファ
イルが繰り返し再生されます。 [Repeat (リピート)]をも
う一度押すと、既存のソングリストが連続再生されます。

ファイルのランダム再生: シャッフル

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。

注記
iPodでは、オーディオブックやポッドキャストはシャッフル
で選択されない場合があります。

3. 選択:[Shuffle(シャッフル)]チェックボックス。シャッ
フルアイコンが表示されます。 デバイスのファイルがラ
ンダムに選択されます。

トラックリストの曲の再生

トラックリストには、接続されているデバイス上のすべての
曲が表示されます。 曲をリストから選択しても、トラックリ
ストが表示されたままになり、メディア画面には戻りません。
トラックリストはBluetoothでストリーミングしているメディ
アデバイスには使用できません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]アイコン。
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3. 「図57」を参照してください。選択:[TrackList(トラッ
クリスト)]。 現在選択されているデバイス、プレイリス
ト、アーティスト、またはアルバムのすべての曲のリス
トが表示されます。

4. 再生する曲をリストから選択します。

1179580

図57。 [Track List (トラックリスト)]アイコン

メディアのプリセット

ラジオは、接続されているデバイスごとに最大20のプリセッ
トを保存します。 画面には現在接続されているデバイスのメ
ディアのプリセットのみが表示されます。 メディアプリセッ
トは、メモリーに保存されていますので、メディアデバイス

を次回接続したときに利用できます。 プリセットはUSB接続
のデバイスにのみ使用できます。

メディアプリセットの設定: 曲を再生している状態で、いず
れかのプリセットを長押しします。 ビープ音がしてプリセッ
トが保存されたら、プリセットから指を放します。

メディアプリセットの選択:目的のプリセットを選択します。
曲の再生が開始されます。

メディアファイルの検索

「図58」を参照してください。 検索機能は、表34に示すよう
に、USB接続されているメディアデバイス上の異なる種類のメ
ディアファイルを参照する場合に使用できます。 ファイル参
照機能はBluetoothでストリーミングしているメディアデバイ
スには使用できません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。
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図58。 メディア選択の検索

表34。 メディアファイルの検索

説明カテゴリー
選択したアーティストのすべての曲のリ
ストを表示します。 選択した曲を再生
した後、そのアーティストの残りの曲が
再生されます。

Artist(アーティス
ト)

選択したアルバムのすべての曲のリスト
を表示します。 選択した曲を再生した
後、そのアルバムの残りの曲が再生され
ます。

Album (アルバム)

選択したジャンルの曲のリストを表示し
ます。

Genre (ジャンル)

曲をタイトルで検索します。[SongTitle(曲名)]

表34。 メディアファイルの検索

説明カテゴリー
選択した作曲者のすべての曲のリストを
表示します。選択した曲を再生した後、
その作曲者の残りの曲が再生されます。

[Composers(作曲者
名)]

デバイス上のすべてのプレイリストのリ
ストを表示します。

[Playlist (プレイ
リスト)]

デバイス上のすべてのポッドキャストの
リストを表示します(Apple社製デバイス
のみ)。

[Podcast (ポッド
キャスト)]

デバイス上のすべてのオーディオブック
のリストを表示します(Apple社製デバイ
スのみ)。

[Audio Book (オー
ディオブック)]

デバイス上のビデオファイルのリストを
表示します(オーディオ部分のみが再生
されます)。

Video(ビデオ)、TV
Show (テレビ番
組)、Movie (ムー
ビー)、MusicVideo
(ミュージックビデ
オ)

メディアファイルの検索: [Playlist (プレイリス
ト)]

プレイリストは曲の番号付きリストが含まれているファイル
で、デバイス上に保存されています。 iPodに固有のすべての
プレイリストがサポートされています。 その他のUSB接続デ
バイス用に次の種類のプレイリストもサポートされています。

• Windows Media PlayerのAdvanced Stream Redirector形式
(*.asx)
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• Windows Media Playerのプレイリスト(*.wpl)

• M3UMPEGオーディオレイヤー3ユニフォームリソースロケー
ター(*.m3u)

• PLSファイル(*.pls)

• iTunes XML (*.xml)

• RealPlayer Metadata Package (*.rmp)

注記
• M3U、PLS、およびWPLのプレイリストでは、ファイルへの

相対パス名のみを使用できます。絶対パス名はサポートさ
れていません。

• 大容量のUSBストレージデバイス上のすべてのXMLファイル
は、ファイルが実際にはXML形式のプレイリストではなく
ても表示されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択: [Playlist (プレイリスト)]

4. リストから項目を選択します。

5. 曲をプレイリストから選択します。 プレイリスト全体を
再生するには、最初の曲を選択します。

メディアファイルの検索: [Artist (アーティス
ト)]、[Album (アルバム)]、[Genre (ジャンル)]、
[Composer (作曲者)]

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択:参照する[Artist(アーティスト)]、[Album(アルバ
ム)]、[Genre (ジャンル)]、[Composer (作曲者)]。

4. リストから項目を選択します。

5. 曲をリストから選択します。 そのアーティスト、アルバ
ム、ジャンル、作曲者のファイルの再生が、選択したファ
イルから開始されます。 そのアーティスト、アルバム、
またはジャンルのすべての曲を再生するには、リストの
最初の曲を選択します。

メディアファイルの検索: [Song Title (曲名)]

1. 選択操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択: [Song (曲)] デバイス上のすべての曲のリストが表
示されます。
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4. 曲をリストから選択します。 必要に応じて、スクロール
コントロールの間にある[letter jump (文字ジャンプ)]ア
イコンを選択して、曲名の最初の文字を入力します。

メディアファイルの検索: [Podcast (ポッドキャス
ト)]

ポッドキャストカテゴリーは、適切に構成されているポッド
キャストがデバイス上で識別された場合に、検索メニューに
表示されます。 オーディオファイル(ID3タグ)がポッドキャ
ストとしてラジオに表示されるためには、正しくコーディン
グされている必要があります。 必要に応じて、iTunesでファ
イルを右クリックし、ファイルを特徴付ける適切なオプショ
ンを選択します(ムービー、音楽、ビデオ、ポッドキャストな
ど)。

ファイルの中には、ポッドキャストと識別されていても、実
際にはポッドキャストファイルではなく単なるメディアファ
イルのものもあります。 こうしたファイルは他の曲ファイル
とともにリストに表示される場合があります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択: [Podcast (ポッドキャスト)]。

4. ポッドキャストをリストから選択します。

5. エピソードをリストから選択します。

メディアファイルの検索:[AudioBook(オーディオ
ブック)]

オーディオブックオプションは、オーディオブックファイル
がデバイス上で検出された場合に表示されます。 オーディオ
ブックの中には、他の曲ファイルとともに表示される場合の
あるMP3ファイルもあります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択:[Audiobook(オーディオブック)]。オーディオブッ
クのリストが表示されます。

4. オーディオブックをリストから選択します。

5. 必要に応じて、チャプターをオーディオブックから選択
します。

メディアファイルの検索: [Video (ビデオ)]、[TV
Show (テレビ番組)]、[Movie (ムービー)]、[Music
Video (ミュージックビデオ)]

ラジオでは、数種類のビデオファイルを再生できます。 注意
力の散漫を最小限に抑えるために、ファイルのオーディオ部
分のみが再生されます。

Apple社製のデバイスのファイルは、テレビ番組、ムービー、
またはミュージックビデオとして分類できます。 USBデバイ
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スのサポートされているビデオファイルは、ビデオとして分
類されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Media filters (メディアフィルター)]。

3. 選択:[Video(ビデオ)]、[TVShow(テレビ番組)]、[Movie
(ムービー)]、または[Music Video (ミュージックビデ
オ)]。

4. ファイルをリストから選択します。ビデオファイルのオー
ディオの再生が開始されます。

メディアファイルの選択: 音声認識の使用

全ての音声認識コマンドの詳細については、「音声認識(ペー
ジ 177)」を参照してください。

1. 選択: [Voice recognition (音声認識)]スイッチ。

2. 話す: 「Artist (アーティスト)」「Album (アルバム)」
「Genre(ジャンル)」「Playlist(プレイリスト)」「Song
(ソング)」のいずれかを言った後に、再生する曲名また
はタイトル。

3. 追加情報を求められる場合があります。 残りのプロンプ
トに応えて、メディアを選択して再生します。

メディアファイルをお気に入りとして保存

「お気に入り (ページ 201)」を参照してください。

メディアファイルを着信音として保存

注記
メディアファイルが再生中でなければなりません。

1. 選択: [Menu (メニュー)]。 現在のファイルの種類が着信
音として使用できる場合は、[Ring Tone (着信音)]アイコ
ンが表示されます。

2. 選択:[RingTone(着信音)]。着信音として使用するメディ
アファイルのダウンロードが試行されます。 ラジオにダ
ウンロードできる着信音は1つのみです。必要に応じて、
既存のファイルを置換します。

3. 選択: [OK]。

サテライトラジオ

SiriusXM衛星ラジオ

SiriusXMラジオは、北米の一部の車両に装備されています。
「機能と仕様 (ページ 21)」を参照してください。 ラジオに
は、音楽、ニュース、トーク、エンターテインメント、スポー
ツなどの200を超えるデジタルチャンネルがあります。 ラジ
オ配信は、受信範囲内で途切れることがなく、国全体で一貫
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したプログラミングおよびシグナル品質を提供するために、
衛星(および地上の中継局)を介して配信されます。

SiriusXMの特別サービスでは、ウェザーマップ、天気予報デー
タ、フューエル価格情報、および交通データサービスが提供
されます。 SiriusXM交通情報では、交通イベントや道路状況
についての情報が提供されます。 このデータはナビゲーショ
ンシステムに統合され、選択ルートに沿ったスピードの流れ
と交通状況(事故や車線規制など)の通知が提供されます。

オプションのSiriusXMアクセサリー

SiriusXM機能は、対象地域の一部の車両では標準装備となっ
ています。 SiriusXMが装備されていない車両では、オプショ
ンのSiriusXMアクセサリーをwww.h-d.com/storeまたはハー
レーダビッドソンジャパン正規販売網店で購入できます。 こ
のアクセサリーを追加する際の装備と要件については、販売
店またはWebサイトで確認してください。

説明書の手順に従うか、ハーレーダビッドソン ジャパン正規
販売網店にアクセサリーの取り付けを依頼してください。 取
り付け後は、本マニュアルに記載されている手順を利用して
SiriusXM機能の設定、登録、および操作を行います。

体験登録

工場で製造された、SiriusXMを装備した新車には、サービス
対象地域におけるSiriusXMラジオ、交通情報および旅行リン
クサービスの3か月間の体験登録が含まれます。 この体験登
録ができるのは、新しいSiriusXMを装備した車両の購入者(本
人) に限ります。 中古のSiriusXMモジュールを購入したり、

お客様自身または販売店が取り付けたりしたSiriusXMモジュー
ルは除外します。 サービスの条件は、SiriusXMによって適宜
変更される場合があります。 www.siriusxm.comを参照してく
ださい。

登録状況の確認

1. 移動: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [System
Information (システム情報) > [XM subscription (XM登
録)]。

2. 選択:[Radio(ラジオ)]。「図59」を参照してください。
ラジオサービス登録ステータスが、サポートまたはアク
ティベーションのためのESN番号およびSiriusXM電話番号
とともに表示されます。

3. 選択:[SpecialtyServices(特別サービス)]。「図60」を
参照してください。各サービス(交通、フューエル、天気
および予報サービス)の登録ステータスが、サポートまた
はアクティベーションのためのESN番号およびSiriusXM電
話番号とともに表示されます。

96 オーディオ



1172042

図59。 ラジオサービス登録画面

1172038

図60。 特別サービス登録情報

SiriusXMへの登録

1. 「図60」を参照してください。ラジオのESN番号を取得し
ます。

2. SiriusXMの信号が受信されていることを確認します。 ス
テータスバーのSiriusXM信号強度アイコンを確認します。
チャンネル1(プレビューチャンネル)のオーディオが再生
されます。 SiriusXMは、登録がアクティブになるまでは
プレビューチャンネル(チャンネル1)で起動します。
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3. 登録:

a. 「図60」を参照してください。 電話: 電話番号は、
[Band(バンド)]画面でSiriusXMを選択すると表示さ
れます。またはESN画面に表示された番号に電話し
ます。

b. インターネット:www.siriusxm.comを参照してくだ
さい。 登録のリンクをクリックします。

4. 登録プロセスが完了するまでラジオをオンにしたままに
します。アクティベーションには最大で1時間かかること
があります。 アクセサリーモードでは20分経過すると自
動的にオフになるため、始動して車両に乗る必要がある
場合があります。

SiriusXMラジオのリスニング

SiriusXM機能は、最初に車両を始動してから表示されるまで
少し時間がかかることがあります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

SiriusXMプリセット

チャンネルプリセットは、お気に入りのチャンネルにすばや
くアクセスできるようにプログラムすることが可能です。 ラ
ジオには最大20のSiriusXMプリセットが含まれます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. チャンネルを選択します。

5. システムでビープ音が発生するまでプリセットを長押し
します。

チャンネルの選択: ハンドコントロール

左ハンドコントロールの[Previous/Next (前/次)]スイッチを
押してチャンネルを切り替えます。

チャンネルの選択: チャンネルリスト

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。
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4. 選択: [SiriusXM Channels (SiriusXMチャンネル)]。

5. リストから目的のカテゴリーを選択します。

チャンネルの選択: 直接チューニング

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択: [Direct Tune (直接チューニング)]

6. 「図61」を参照してください。キーパッド(3)を使用して
チャンネル番号(2)を入力します。

7. [Tune (チューニング)] (4)を選択し、選択したチャンネ
ルに変更します。

3

4

1

2
1172477

バックスペース/デリート1.
チャンネル番号2.
キーパッド3.
チューニング4.

図61。 直接チューニング

チャンネルの選択: 音声認識

その他のコマンドおよび手順については、「音声認識 (ペー
ジ 177)」を参照してください。

1. 選択: [Voice recognition (音声認識)]スイッチ。

2. 次のいずれかのコマンドをマイクに向かって話します。

a. SiriusXMラジオを聞く: [SiriusXM]
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b. チャンネルを選択する:[Channel (チャンネル)] (続
けてチャンネル名または番号)

c. 1つ上のチャンネルを選択する:[ChannelUp(チャン
ネルアップ)]

d. 1つ下のチャンネルを選択する:[ChannelDown(チャ
ンネルダウン)]

e. チャンネルをスキャンする: [Channel Scan (チャン
ネルスキャン)]

SiriusXMチャンネルのスキャン

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択:[Scan(スキャン)]。チャンネルごとに5秒間一時停
止しながら、次のチャンネルに進んでいきます。

6. [Cursor/Select (カーソル/選択)]ハンドコントロールス
イッチを押してチャンネルを選択します。

1173312

図62。 SiriusXMメニュー画面

アーティストまたは曲のタグ付け

タグ付けを行うと、タグ付けしたアーティストまたは曲が
SiriusXMチャンネルで再生されているときに通知を受けるこ
とができます。 最大20個の曲またはアーティストのタグを保
存できます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。
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5. 選択: [Tag This (これにタグ付け)]。

注記
曲とアーティストの両方にタグ付けする場合は、もう一方に
ついて同じ手順を繰り返します。

6. 「図63」を参照してください。 曲またはアーティストの
タグ付けの確認メッセージが表示されます。 タグ付けす
ると、システムが選択内容を確認します。

1154965

図63。 画面のタグ付け

タグ付けリストの表示

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択: [Tagged (タグ付け)]。

6. 「図64」を参照してください。 特定の曲またはアーティ
ストについての通知をオフにするには、リストの項目の
チェックを外します。 通知を再開するには、項目を再度
チェックします。
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2

1173297

タグ付けされたアーティスト1.
タグ付けされた曲2.

図64。 タグ付けリスト

タグ通知

タグ付けされた曲またはアーティストがいずれかのチャンネ
ル で 再 生 さ れ る と 、 通 知 が ポ ッ プ ア ッ プ 表 示 さ れ ま す 。
[Listen (聞く)]または[Ignore (無視する)]を選択します。

[Listen (聞く)]: タグ付けされた曲またはアーティストが再
生されているチャンネルに変更します。

[Ignore (無視する)]: 現在のチャンネルのままにします。

SiriusXMカテゴリー

ラジオは、特定の種類の番組(ニュース、スポーツ、クラシッ
ク音楽など)をスキャンするように設定できます。 スキャン
の際には、選択したカテゴリーの局でのみ停止します。 チャ
ンネルリストには、選択したカテゴリーの局のみが含まれる
ようになります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM Channels (SiriusXMチャンネル)]。

4. 選択: [Station (ラジオ局)] カテゴリー。

5. 「図65」を参照してください。 リストから目的のカテゴ
リーを選択します。
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1170892

[Set All (全て設定)]または[Clear All (全てクリア)]
フィールド

1.

カテゴリー (地域リストを参照)2.

図65。 カテゴリー画面

試合ゾーン

試合ゾーンを設定すると、お気に入りのチームの試合が配信
されているときやスコアに変化があったときに通知をトリガー
することができます。 この通知によって、該当するチャンネ
ルに合わせて試合を聞くことができます。

スポーツアラートの有効化

スポーツアラートは、ラジオで試合またはスコアの通知が提
供される前に有効化する必要があります。

スポーツアラートを無効にした場合、お気に入りのチームに
対して設定したすべての試合およびスコア設定がそのまま保
持されます。 ただし、スポーツアラートが再度有効になるま
で通知は提供されません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択: [Game (試合)]ゾーン。

6. 「図66」を参照。 [Sports Alerts (スポーツアラート)]
チェックボックスにチェックを入れます。 お気に入りの
チームに対して設定された試合およびスコアの通知は、
発生時に表示されるようになります。
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図66。 スポーツアラート

試合ゾーンのお気に入りの追加

試合ゾーンのお気に入りとして最大7つのチームを追加できま
す。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択: [Game (試合)]ゾーン。

6. チームの種類を選択します(MLB、NBAなど)。選択したリー
グのチームリストが表示されます。

7. リストからチームを選択します。

注記
[Game (試合)]または[Score (スコア)]チェックボックスを選
択すると、自動的にチームがお気に入りに追加されます。

8. 「図67」を参照してください。 選択: [Add to Favorites
(お気に入りに追加)]。[Game(試合)]および[Score(スコ
ア)]が、自動的に選択状態になります。
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図67。 試合ゾーンのお気に入り

試合またはスコア通知の設定

1. 「Section試合ゾーンのお気に入りの追加」を参照してく
ださい。

2. 試合の通知:このチームの試合が放送されているときに通
知を表示するには、[Game (試合)]チェックボックスを選
択状態にします。

3. スコアの通知:このチームの試合でスコアに変化があった
ときに通知を表示するには、[Score (スコア)]チェック
ボックスを選択状態にします。

試合ゾーン通知への応答

設定に応じて、お気に入りのチームの試合が放送されている
ときやスコアに変化があったときに試合ゾーン通知がポップ
アップ表示されます。

1. [Listen (聞く)]: 試合を放送しているチャンネルに合わ
せます。

2. [Ignore (無視する)]: 現在の音源を継続します。

試合ゾーンのお気に入りの削除

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 選択: [SiriusXM]。

4. 選択: [Menu (メニュー)]。

5. 選択: [Game (試合)]ゾーン。

6. 選択: [Sports (スポーツ)]アラート。

7. 選択: [Favorite (お気に入り)]チーム。

8. リストから削除するチームを選択します。
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9. 選択:[ClearfromFavorites(お気に入りから消去)]。チー
ムは試合ゾーンのお気に入りリストから削除されます。

天気の表示

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Weather (天候)]。

4. 選択:[Forecast(予報)]。「図68」を参照してください。

5. 選択: [Current Location (現在位置)]または[Other
Location (他の位置)]。

a. [Current Location (現在位置)]: 現在位置の天候条
件が表示されます。

b. [Other Location (他の位置)]: 天気を表示する州と
位置を選択します。

6. 選択: [Current (現在)]、[Daily (今日)]、[5 Day (5日
分)]。

a. [Current (現在)]: 現在の天候が画面に表示されま
す。 [Details (詳細)]を選択すると、画面に詳しい
天気情報が表示されます。「図69」を参照してくだ
さい。

b. [Daily (今日)]: 3時間ごとおよび6時間ごとの天候
予報が画面に表示されます。「図70」を参照してく
ださい。

c. [5 Day (5日分)]: 今日と明日の天候予報が画面に表
示されます。スクロールまたはスワイプすると、今
後5日分の天気データになります。 「図71」を参照
してください。

106 オーディオ



1

1175500

図68。 [Weather Forecast (天気予報)]アイコン

1174485

図69。 現在の天気

1174489

図70。 1日の天気予報
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図71。 5日間の天気予報

SiriusXMウェザーマップ

「図72」を参照してください。 SiriusXMウェザーでは、レー
ダーおよび前線情報を含む地図が表示されます。 地図は北が
上になるように表示され、通常は12分ごとに更新されます。
ウェザーマップには主要道路が表示されますが、ナビゲーショ
ン用のツールとして設計されたものではありません。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[Weather(天候)]。車両の現在位置が示された大縮
尺の地図がラジオに表示されます。

4. ナビゲーションメニュー画面の設定を選択し、地図の表
示方法を設定します。

ウェザーマップのスクロール

「マップ (ページ 140)」を参照してください。

1. ウェザーマップが表示されている状態で、タッチスクリー
ン で 位 置 を 押 す か 、 ハ ン ド コ ン ト ロ ー ル ス イ ッ チ の
[Cursor/Select (カーソル/選択)]を長押しします。

2. スクロールまたはスワイプすると、地図の表示範囲が変
わります。 ズームコントロールを使用して拡大縮小しま
す。

ウェザーマップのレーダーと前線

「図72」を参照してください。 レーダーによって降水パター
ンが地図に表示されます。 雨、雪、または混合の降水強度
は、地図の下部にある凡例で示されます。 また、地図には前
線、大気圧、および等圧線も表示できます。

1. ウェザーマップを表示した状態で、画面右側の情報アイ
コンを選択します。

2. レーダーを表示:[Radar (レーダー)]チェックボックスに
チェックを入れます。

3. 前線を表示:[Fronts(前線)]チェックボックスにチェック
を入れます。
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4. 選択: [Back (戻る)]。 レーダーの層と前線が地図に表示
されます。

Weather

RAIN MIXED
SNOW

1

1181680

図72。 気象情報

表35。 レーダー情報

強度降水の種類
小雨(薄緑色)から豪雨(赤色)までの7段
階の色

雨

小雪(薄青色)、豪雪(濃青色)雪
少降水量(薄ピンク色)、多降水量(濃ピ
ンク色)

混合

表36。 前線情報

説明インジケーター
三角形の青線で表示されます。寒気団の
前縁を表示します。三角形は前線の進行
方向を示します。

寒冷前線

高気圧の中心を示します。高気圧(H)
等しいまたは一定の気圧を示す細線で
す。

等圧線

低気圧の中心を示します。低気圧(L)
三角形と半円の赤青交互の線で表示され
ます。暖気団と寒気団の境界を示しま
す。

停滞前線

半円の赤線で表示されます。暖気団の前
縁を表示します。半円は前線の進行方向
を示します。

温暖前線

最新の気象情報の表示

1. 地図が表示されている状態で、画面右側のオプションア
イコンを選択します。

2. 選択: [Update Information (情報の更新)]。 ラジオには
レーダーおよび前線情報の最終更新の日時が表示されま
す。

SiriusXMフューエル価格

燃料機能では、モーターサイクルからの距離が指定距離内に
あるガソリンスタンドの燃料価格が提供されます。 この機能
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を使用して、選択したガソリンスタンドにルートを設定した
り、既存のルートにスタンドを追加することができます。

フューエルの種類の選択

選択した燃料の種類(レギュラー、ミディアム、プレミアム、
またはディーゼル)に応じて位置と価格が画面に表示されま
す。

注記
モーターサイクルに指定された燃料の種類およびオクタンの
無鉛ガソリンのみを使用してください。 モーターサイクルに
はディーゼルやその他の不適切な燃料を使用しないでくださ
い。車両のオーナーズマニュアルを参照してください。誤っ
た種類の燃料を使用すると、エンジン、フューエルシステム、
およびその他のコンポーネントが損傷する可能性があります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Fuel Prices (燃料価格)]。

4. 選択: [Fuel Type (燃料の種類)]。

5. 燃料の種類を選択した後、右ハンドコントロールの[Back
(戻る)]を選択して[FuelPrices(燃料価格)]に戻ります。

フューエル価格の表示

燃料価格は、ヤードポンド法/メートル法の設定に応じてガロ
ンまたはリットル単位で表示されます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Fuel Prices (燃料価格)]。

4. 選択:[ViewPrices(価格の表示)]。100マイル以内にある
最も近くのガソリンスタンドが最大30個まで一覧表示さ
れます。 ガソリンスタンドは現在の位置からの距離順に
一覧表示されます。

5. 「図73」を参照してください。 選択: [Sort by
distance/brand/price(距離/ブランド/価格で並べ替え)]
アイコン (2)。 リストが、ブランド(ガソリンスタンド
名)、燃料価格、またはガソリンスタンドまでの距離の順
に並べられ替えられます。

6. リストからガソリンスタンドを選択します。
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1
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燃料のグレード1.
距離/ブランド/価格で並べ替え2.
価格、ガソリンスタンドの名前と住所3.
ガソリンスタンドの方向と距離4.

図73。 燃料価格

7. 「図74」を参照。 ガソリンスタンドのオプションが表示
されます。

a. [Fuel Station (ガソリンスタンド)]: 会社のブラン
ド名、または燃料のブランドが表示されます。

b. [Route/View (ルート/ビュー)]:[Options (オプショ
ン)]を選択すると、望ましいルートを選択できるよ
うになります。 [Save (保存)]を選択すると、リス
トに保存したり、またはホームとして保存したりで
きます。 [Go (行く)]を選択すると、選択したガソ
リンスタンドへのルートが計算され、そのガソリン
スタンドに行けるようになります。

c. [Call (通話)]: 電話が接続されていれば、ガソリン
スタンドに電話がかけられます(価格、営業時間の
確認などのため)。

d. [FuelPrices(燃料価格)]:すべての種類の燃料価格
と日付を表示します。
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ガソリンスタンド/ブランド1.
ガソリンスタンドを地図でルート設定または表示2.
ガソリンスタンドに電話3.
ガソリンスタンドの全燃料価格を表示4.

図74。 ガソリンスタンド選択済み

SiriusXM交通情報

選択したルートに影響する可能性がある交通、建設、事故ま
たはその他の近隣のイベントに関するメッセージが一覧表示
されます。 交通イベントのポップアップを表示し、交通の障
害を回避する新しいルートを提供するようにシステムを設定
できます。

交通情報のオン

交通情報機能を使用すると、必要に応じて交通情報をオンに
するか確認するメッセージが自動的に表示されます。 交通情
報はシステム設定で有効にすることもできます。「交通(ペー
ジ 165)」を参照してください。

交通情報通知のポップアップ

現在のナビゲーションルートに影響する交通情報の警告を自
動的に表示するようにシステムを設定することができます。
通知は、ルートがアクティブになっており、代替ルートによっ
て現在の走行時間を5分以上短縮できる場合にのみ表示されま
す。

「交通 (ページ 165)」を参照してください。

交通情報アイコン

操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Traffic (交
通情報)] > [Legend (凡例)]。 すべての交通情報アイコンの説
明は、[Setup (セットアップ)]メニューに表示されます。

「交通 (ページ 165)」も参照してください。

交通ルート変更

「交通 (ページ 165)」を参照してください。

交通メッセージリスト

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。
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2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: (SiriusXM) [Traffic (交通情報)]。

4. 交通情報をオンにするか確認するメッセージが表示され
た場合は、[Yes (はい)]を選択します。

5. 「図75」を参照してください。 近隣の交通イベント (1)
のリストが表示されます。 各項目には、交通イベントの
方向および距離が表示されます。 道路標識と交通情報ア
イコンも表示されます。

a. 近隣の交通イベントをすべて表示するか、ルートに
沿ったイベントのみ表示するかを、[Switch-View
(表示切り替え)]アイコン(2)で切り替えられます。

6. 交通イベント (1) をリストから選択してください。 詳細
な交通メッセージが表示されます。

1

2

11759281178717

交通イベント1.
[Switch-View (表示切り替え)]アイコン2.

図75。 交通メッセージリスト

7. 「図76」を参照してください。 選択: [Traffic Event (交
通イベント)]。 文字読み上げ機能を使用することで、ス
ピーカーまたはヘッドセットを通じてテキストメッセー
ジが読み上げられます。 走行中、メッセージのスクロー
ル機能はロックされます。

8. [Map(地図)]アイコン(4)を選択し、地図上でイベントの
位置を表示します。
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文字読み上げ機能3.
[Map (地図)]アイコン4.

図76。 交通メッセージ

BLUETOOTH

Bluetoothの有効化

注記
Bluetoothデバイスとのペアリングまたは接続を行う前に、
Bluetoothを有効にする必要があります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

2. 選択: [Bluetooth Setup (Bluetooth設定)]。

3. 「図77」を参照。選択:有効にするBluetooth。チェック
マークがボックスに現れます。

1154887

図77。 Bluetooth設定メニュー

Bluetoothデバイスのペアリング

一度に最大6つのデバイスをラジオとペアリングできます。
ただし、アクティブなBluetooth接続が同時に保たれるのは、
電話サービス用とメディア用に1つずつのみです。

この車両は、「Boom!BoxGTS」として認識されます。Bluetooth
デバイスの名前は、デバイスの設定で指定されます。
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注記
電話は、「Boom! Box GTS」と情報を共有するための許可を要
求する場合があります(電話帳の連絡先やテキストメッセージ
など)。 これらの要求は、ペアリングプロセス中や、電話が
ラジオに接続しているその他の機会に発生する場合がありま
す。

1. Bluetooth対応デバイスでBluetoothを有効にし、デバイ
スを検出可能として設定します。 デバイスのマニュアル
を参照してください。

2. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

3. 選択: [Bluetooth setup (Bluetooth設定)]。

4. 選択:[Listpaireddevices(ペアリング済みデバイスのリ
スト)]。

5. 選択: 新しいデバイスを追加します。 範囲内の検出可能
な全デバイスが、検出されたデバイスのリストに表示さ
れます。

6. ペアリングするデバイスを選択します。

7. そのデバイスに、自動生成されるPINコードが表示され、
「Boom! Box GTS」とのペアリングを許可するよう指示が
表示されます。 ペアリングを許可してください。

8. 選択:[Yes(はい)]。デバイスへのペアリングと接続が行
われます。

9. 緊急電話番号が本システムにまだ保存されていない場合
は、この番号を求めるプロンプトが表示されます。 緊急
時に電話をかける番号を入力します(米国では911など)。

10. 選択: [Save (保存)]。 画面の右下にあります。

11. デバイスから電話帳のダウンロードを開始します。 ダウ
ンロードプロセス中はステータスバーに電話帳アイコン
が表示されます。 このプロセス中は、電話機によって電
話帳を共有するアクセス許可の確認を求められる場合が
あります。

音楽を聴く

注記
ラジオでは、一部のBluetoothデバイスを操作できません。

1. 「図78」を参照してください。 操作: [Home (ホーム)] >
[Audio (オーディオ)]。

2. 選択: [Source (音源)]フィールド。

3. 接続されたデバイスがBluetooth記号付きで表示されま
す。
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4. デバイスを選択します。

5. 「図79」を参照。 接続されると、そのデバイスの選択し
た曲から再生が開始されます。

1267447

図78。 Bluetooth対応携帯電話の選択

1

3
4
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メディアのしぼり込み1.
デバイスの情報2.
[Menu (メニュー)]アイコン3.
曲名4.
Artist (アーティスト)5.
Album (アルバム)6.
残り時間7.
ファイルシーケンス(デバイス/プレイリスト/アルバム)8.
経過時間9.

図79。 携帯電話から音楽を再生

Bluetoothデバイスの接続/切断

Bluetoothデバイスは、電話サービス用、メディア用、または
この両方用に接続できます。 各Bluetoothサービス(電話また
は音楽)用に、1つのデバイスのみを接続できます。
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ペアリング後、電話またはメディアデバイスとの接続が自動
的に試行されます。 一部のデバイスでは、自動接続の前にデ
バイス内での設定が必要です。 デバイスのマニュアルを参照
してください。

ペアリング後にBluetoothデバイスを手動で接続または切断す
るには、次の手順を使用します。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

2. 選択: [Bluetooth setup (Bluetooth設定)]。

3. 選択:[ListPairedDevices(ペアリング済みデバイスのリ
スト)]。電話アイコンが反転表示されているデバイスは、
電話サービス用に接続されています。 メディアアイコン
が反転表示されているデバイスは、メディア用に接続さ
れています。

4. 接続または切断するデバイスをリストから選択します。

a. アイコンを選択すると、電話が接続または接続解除
されます。

b. アイコンを選択すると、音楽が再生または停止しま
す。

イグニッションをオンにした後の再接続

イグニッションをオンにすると、イグニッションをオフにし
たときの電話とのBluetooth接続の確立が自動的に試行されま
す。

ラジオの初期化と電話の接続が完了するまで、しばらくお待
ちください。 電話が接続されると、ステータスバーに
Bluetoothアイコンが表示されます。

Bluetooth経由でのメディアデバイスとの再接続は自動的には
行われません。 必要に応じて、電話や他のメディアデバイス
を手動で再接続してください。

デバイスのペアリングの削除

デバイスは通常、ペアリングが削除されるまでは、ラジオと
ペアリングされたままになります。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

2. 選択: [Bluetooth setup (Bluetooth設定)]。

3. 選択:[Listpaireddevices(ペアリング済みデバイスのリ
スト)]。

4. デバイスをリストから選択します。

5. 選択: ペアリングを削除します。

6. 選択: [OK]を選択して確定します。
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オーディオシステムのお手入れ

ラジオ、スピーカー、その他のオーディオシステムコンポー
ネントを清潔で良好な状態に保つために、ハーレーダビッド
ソン社が推奨する製品とお手入れ方法のみを使用してくださ
い。 スクリーンやその他のコンポーネントのクリーニングに
研磨剤、つや出し剤、磨き用コンパウンドを使用しないでく
ださい。 画面には、アンモニア系のクリーナーは使用しない
でください。 他の製品やお手入れ方法を使用すると、コン
ポーネントが損傷するおそれがあります。

スクリーン

注記
いかなる化学クリーナーまたは化学物質が含まれたワイプや
クロスも使用しないでください。 スクリーンの表面を傷付け
ることがあります。

乾燥した清潔なマイクロファイバー製クロスでディスプレイ
ガラス面をやさしく拭きます。 清掃の前に、圧縮空気を優し
く吹きかけて、目に見える埃、ゴミ、砂などの汚れを取り除
いてください。 上記が残った状態でディスプレイガラスを清
掃すると、傷が付くおそれがあります。

ラジオのお手入れ

MICROFIBER DETAILING CLOTH (マイクロファイバーディテール
クロス)に少量のHARLEYGLOSS(ハーレーグロス)を吹きかけま
す。 汚れは画面にこすりつけずに、慎重に優しく取り除いて
ください。 中心から外側に向かって円を描くように動かしま

す。 乾いたMICROFIBER DETAILING CLOTH (マイクロファイバー
ディテールクロス)で画面を拭き取って乾かします。 必要に
応じて手順を繰り返します。

注記
スクリーンの表面仕上げ剤等は使用しないでください。 スク
リーンの表面を傷付けることがあります。

スピーカーのお手入れ

スピーカーの保護グリルがかすんできた場合、ハーレーシー
ト、サドルバッグ、およびトリムクリーナーとソフトクロス
またはソフトディテイリングパッドを使用して清掃します。
ワックスまたは他の類似製品をスピーカーグリルに使用しな
いでください。

スピーカーに圧縮空気を吹きかけないでください。

サドルバックスピーカーのついた車両は、水の浸入を防止す
る設計になっていて洗車や雨天の運転でも水が流れ出ます。
サドルバッグスピーカーに残った水を取り除くには、サドル
バッグを開け残った水を慎重にスピーカーから振り払います。 手

入
れ

と
清

浄
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電話の互換性

電話の中には、ラジオの一部の機能やサービスとの互換性が
ないものがあります。 電話機の互換性情報については
www.Harley-Davidson.comを参照してください。 一部の機能
は、地域や電話会社によって異なる場合があります。

ラジオの各種機能を使用するには、電話が少なくとも表37に
示すBluetoothプロファイルをサポートしている必要がありま
す。 これらの基本要件が満たされていても、電話で全機能を
使用できるとは限りません。

表37。 必須のBluetoothプロファイル

説明プロファイル
メディア、メディアコントロール、メ
タデータの接続

A2DP/AVRCPプロファイ
ル(AV/音楽)

ペアリング、接続、通話機能、バッテ
リーインジケーター、信号強度インジ
ケーター

ハンズフリー通話プロ
ファイル(HFP)

通話と接続HFP+PBAP+AVプロファ
イル

SMSテキストメッセージ機能メッセージアクセスプ
ロファイル(MAP)

電話帳のダウンロード、通話履歴のダ
ウンロード

電話帳アクセスプロ
ファイル(PBAP)

電話用のBLUETOOTHおよびUSB接続

電話サービスは、Bluetooth接続を介してのみ提供できます。
電話をUSBポートに接続すると、電話を充電でき、追加のメ

ディア機能が利用できる場合もあります。 ただし、USB接続
のみでは電話機能は動作しません。

動作するには、Bluetooth経由で電話のペアリングと接続を行
う必要があります。「Bluetooth(ページ 114)」を参照してく
ださい。

電話メニュー

1. 「図80」を参照してください。 操作: [Home (ホーム)] >
[Phone (電話)]

2. 電話機能のいずれか1つを選択します。

電
話
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通話履歴1.
電話帳の連絡先2.
テキストメッセージ3.
緊急電話番号4.
電話番号にダイヤル5.

図80。 電話メニュー

通話画面

「図81」を参照してください。 電話をかけたとき、または受
けたときは、[Call(通話)]画面が表示されます。この画面に
は現在の通話に関する情報が表示されます。

通話中に他の画面に切り替えることや、他の機能(ナビゲー
ションなど)を使用することが可能です。 ただし、通話が終
了するまで他の音源はミュート、一時停止、またはアクセス
できないままになります。

通話を終了する、または他の電話機能を使用するには、通話
画面に戻ります。 [Home (ホーム)]スイッチを2回押すと、通
話中にいつでも通話画面に戻ることができます。
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電話タイプ1.
所有者および電話の情報2.
発信元の情報3.
発信元の電話番号4.
通話時間5.
携帯電話事業者6.
発信元の写真7.

図81。 通話画面
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IPHONE: SIRI使用

注記
Siriは、通話中も音声認識セッションの最中も利用できませ
ん。

iPhoneのペアリングが完了すると、タッチスクリーンにボイ
スコマンドスイッチの操作を確定する2つの指示が表示されま
す。

1. 「図82」を参照してください。 タッチスクリーンにSiri
が表示されるまでボイスコマンドを長押しします。

注記
Siriを通じて電話をかけると、ヘッドユニットに状況が表示
された状態でハンズフリー通話ができます。

2. Siriは、「How may I help you? (ご用件はなんでしょう)」
と返事をします。

a. という言葉とともにタッチスクリーンに表示されま
すので、コマンドを伝えてください。

3. ボイスコマンドを押すとSiriとの接続が解除されます。

1

1066855

音声認識セッションを開始1.

図82。 ボイスコマンドスイッチ

電話をかける

ダイヤルする

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]

2. 選択: [Keypad (キーパッド)]。
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3. 「図83」を参照してください。 キーパッドを使って電話
番号を入力します。必要に応じてバックスペース/デリー
トやその他の文字を使用します。

a. 選択: [Save (保存)]。 [Saved (保存済み)]リストに
電話番号を追加します。

b. 選択:[Dial(ダイヤル)]。過去にダイヤルした番号
にかけます。

5551212
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Back (戻る)1.
ダイヤルした電話番号2.
電話番号を保存済みのリストに追加3.
電話番号にダイヤル4.
ハッシュタグ/シャープキー(#)5.
押すとゼロ(0)、長押しでプラス(+)6.
アスタリスク(*)7.
キーパッド8.
バックスペース/デリート9.

図83。 電話のキーパッド

124 電話



電話帳の連絡先

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Contacts on Phone (電話機の連絡先)]。

3. リストから連絡先の名前を選択します。 スクロールコン
トロールの中央アイコンを押すと、文字ジャンプ機能を
利用できます。

4. 目的の電話番号を選択します。

ナビゲーションPOI

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)] > [POI]。

注記
設定アイコンを使って、検索エリアを[NearMe(現在地周辺)]
または[Along Route (ルート沿い)]に絞ります。

3. 選択: [Category (カテゴリー)]。

a. 目的の場所までサブカテゴリーをスキャンします。

4. 選択して通話します。

SiriusXMガソリンスタンド

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Settings (設定)] > [Fuel Prices (燃料価格)]。

3. 選択:最初に[FuelType(燃料の種類)]、次に[ViewPrices
(価格の表示)]。

4. 選択して通話します。

緊急電話番号

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]

2. 選択: [SOS]。

3. 選択: [Dial (ダイヤル)]。

音声認識によるダイヤル

音声認識の詳細な説明については、「音声認識(ページ 177)」
を参照してください。

1. 選択: [Voice Recognition (音声認識)] (左ハンドコント
ロール)。

2. 話す: 「Dial (ダイヤル)」。
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3. 話す: 「Phone number (電話番号)」。

音声認識を使用して連絡先に電話

1. 選択: [Voice Recognition (音声認識)] (左ハンドコント
ロール)。

2. 話す: 「Call (通話)」。

注記
名前は、デバイスの電話帳か保存済みリストに存在する必要
があります。

3. 話す: 「Name (名前)」。

電話を受ける

電話に出る/無視する

電話を受けると着信音が再生され、図84に示すようにかかっ
てきた電話の情報が表示されます。 電話に出ることも、無視
することもできます。 通話が終了するまで、その他の音源は
ミュートになります。

電話に出る:[Accept (応答)] を選択します。 通話画面が表示
され、通話が始まります。

通話を拒否する:[Ignore (無視)]を選択します。 電話が断ら
れ、留守番電話(または電話機メーカーや通信事業者によって

決められたその他の機能)に送信されます。 以前の音源が再
開されます。 不在着信のリストを表示するには、「電話帳
(ページ 128)」を参照してください。

1171320

図84。 受信電話

ラジオがオフになる

ラジオをオフにしているときも電話を受けることができます。
電話を受けるとラジオに電話の情報が表示され、着信音が再
生されます。 電話に出ると、電話の機能が通常どおり動作し
ます。 通話が終了するとラジオはオフになります。
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電話のオプション

通話の終了

終了選択アイコン: 通話が終了します。 [Save (保存)]を選択
すると、発信者を保存済みのリストに追加できます。

新しい通話を開始する: 新しい通話を開始すると、現在の通
話は終了します。

新しい通話を受ける: 新しい通話を受けると、現在の通話は
終了します。

通話音量の調整

通話中に受信電話の音声を調整するには、ボリュームのハン
ドコントロールスイッチを使用します。 パッセンジャーは
Tour-Pakのボリュームコントロールを使用してパッセンジャー
ヘッドセットのボリュームを調整できます。

通話音声のミュート

マイクをミュートする: 通話中に[Menu (メニュー)]を選択し
ます。 [Mute (ミュート)]が表示されるまで[Mute/Unmute
(ミュート/ミュート解除)]アイコンを選択します。 通話画面
の右下隅にミュートアイコンが表示されます。 ライダーと
パッセンジャーのマイクからの音声が電話で送信されなくな
ります。

マイクのミュートを解除する: [Unmute (ミュート解除)]が表
示されるまで[Mute/Unmute (ミュート/ミュート解除)]アイコ

ンを押します。 ミュートアイコンが表示されなくなり、マイ
クが通常どおり再開されます。

受信音声をミュートする: 受信音声を最低のボリュームに調
整するには、ボリュームのハンドコントロールスイッチを使
用します。電源/ミュートボタンでは受信電話の音声はミュー
トになりません。

通話音声の転送

発信電話音声は通常、ライダーとパッセンジャーのマイクに
向かって話します。 しかし、受信電話音声はスピーカーまた
はヘッドセットから受信できます。「スピーカー/ヘッドセッ
トの選択 (ページ 66)」を参照してください。

複数の通話

ラジオで可能なアクティブな通話は同時に1つのみです。 新
しい通話を開始したり受けたりする場合、既存の別の通話は
終了します。

新しい着信通話(通話中): 新しい着信電話に出るか無視する
かを確認するメッセージが表示されます。 新しい電話に出る
場合、既存の通話は終了します。 新しい電話を無視する場
合、現在の通話が継続します。

新しい通話を開始する(通話中):キーパッド、連絡先リスト、
または緊急電話番号を使用して新しい電話を開始します。 確
認を求められたら、既存の通話を継続するか、(現在の通話を
終了して)新しい電話を開始するかを決定します。
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留守番電話

留守番電話の状態はラジオには表示されません。 ほとんどの
通信事業者では、使用中の携帯電話の電話番号をダイヤルす
ることで留守番電話にアクセスできます。

留守番電話へのアクセスにダイヤルトーンパスコードが必要
な場合は、通話中に[VOICERECOGNITION(音声認識)]スイッチ
を押します。 必要に応じてパスコード番号とその他の特殊文
字を話します。 たとえば「1234#」のようなパスコードを入
力するときは、マイクに向かって「ONE-TWO-THREE-FOUR-POUND
(ワンツースリーフォーパウンド)」と発音します。

電話帳

電話帳

デバイスの電話帳の連絡先は、電話の開始、着信の発信者情
報の表示、および連絡先住所へのナビゲーションに使用でき
ます。 ラジオにはペアリングされた異なる電話から複数の電
話帳を保存できますが、現在接続されている電話の電話帳の
みが使用可能になります。

「図85」を参照してください。 電話帳には、接続された電話
の項目に従って、自宅、携帯、仕事などの電話番号の項目が
表示されます。 連絡先に電話番号が保存されていない場合、
その連絡先はリストに表示されません。

ペアリングされた電話が削除されると、電話帳は削除されま
す。 電話を再度ペアリングするためには、電話帳のダウン
ロードが必要です。
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自宅の電話番号1.
携帯電話番号2.
職場の電話番号3.
次の文字へジャンプ4.

図85。 電話帳

電話の連絡先の設定

[Emergency (緊急)]、[Work (職場)]、[Voicemail (音声メー
ル)]、[HOG]、[Dealer (ディーラー)]などの連絡先を電話機
に設定することを検討してください。 音声認識コマンドで発
音しやすいように単純な名前を使用します。 代わりの電話番
号や住所の情報など、可能な限り多くの情報を含めます。 電
話帳でこれらのアイテムを適切に設定すると、「CallWork(職
場に電話)」と話して音声認識を使用したり、電話帳のアイテ
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ムを使用して目的地を設定したりすることがより簡単になり
ます。

電話帳の更新

ラジオは最初のペアリングでまず電話帳をダウンロードし、
通常、車両を稼働させたときに接続されている電話と同期し
ます。 電話帳は、接続されている電話からいつでも手動で更
新できます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Sync Phone Contacts (電話機の連絡先を同期)]

デバイスから最新の電話帳のダウンロードを開始します。 ダ
ウンロードの過程では、電話機によって電話帳を共有するア
クセス許可の確認を求められる場合があります。 電話帳をダ
ウンロードできるようにします。

連絡先の詳細の表示

入力してある場合は、「図86」に示すように、連絡先の名前、
電話番号、および住所が表示されます。 住所を選択すると、
その住所へのナビゲーションが開始されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Contacts on Phone (電話機の連絡先)]。

3. 連絡先をリストから選択します。

1174408

図86。 連絡先の詳細

保存済みの連絡先と電話番号の表示

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Radio on Phone (ラジオの連絡先)]。

3. 連絡先をリストから選択します。

4. 電話番号を選択して通話を開始するか、住所を選択して
住所へのナビゲーションをルート設定します。
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電話帳の連絡先の保存

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Contacts on Phone (電話機の連絡先)]。

3. 連絡先をリストから選択します。

4. 選択: [Save Contact on Radio (連絡先をラジオに保存)]。

ダイヤルした電話番号の保存

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Phone(電話)]>[Keypad(キーパッ
ド)]。

2. 電話番号を入力します。

3. 選択: [Save (保存)]。

現在の通話からの電話番号の保存

通話が終了すると、一時的に[Save (保存)]アイコンが表示さ
れます。[Save(保存)]を選択すると、電話番号が保存済みリ
ストに保存されます。

保存済み連絡先の削除

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Contacts (連絡
先)]。

2. 選択: [Contacts on Phone (電話機の連絡先)]。

3. 連絡先をリストから選択します。

4. 選択: [Edit (pencil) (編集 (鉛筆))]。

5. 選択: [Delete (削除)]。

6. 選択: [Yes (はい)]を選択して確定します。

通話履歴

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Call (通話)]。

2. [All Call (全通話)]の記録のリストが表示されます。 ラ
ジオは合計で最大60件の通話を表示できます(20件の不在
着信、20件の受けた電話、および20件のダイヤルした電
話)。

3. 不在着信、受けた電話、またはダイヤルした電話のいず
れかのみを表示するには、右上のアイコンを繰り返し選
択します。
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テキストメッセージ

ラジオを使用して受信したテキストメッセージを読み上げる
ことができます(文字読み上げ機能を使用)。 自動返信機能も
設定できます。 安全のため、ラジオを使用してテキストメッ
セージを送信することはできません。 全ての電話機がテキス
トメッセージ機能に対応しているわけではありません。

テキストメッセージの有効化: SMS

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Messages (メッ
セージ)]。

2. 「図87」を参照してください。 選択: [SMS]。
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テキストメッセージの有効化1.
受信トレイ(未読メッセージ数)2.
テキストメッセージの設定3.

図87。 テキストメッセージメニュー

新しいメッセージのポップアップの有効化

ラジオの[Incoming Message (受信メッセージ)]ポップアップ
画面に次のオプションが表示されます:[View(表示)]、[Listen
(聴く)],[Ignore(無視)]、[Call(通話)]。いずれかのアイコ
ンを押して、メッセージを承認するか、機能を有効にします。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Messages (メッ
セージ)]。
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2. 「図87」を参照してください。 選択: [SMS Setup (SMS設
定)]。

3. 選択: [New Message Popup (新しいメッセージポップアッ
プ)]を選択してオプションを有効にします。

テキストメッセージ(SMS)自動返信

自動返信機能は、先頭に「AutoGeneratedText(自動生成され
たテキスト)」を付けて個人のメッセージ設定の内容を受信
メッセージに返信します。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Messages (メッ
セージ)]。

2. 選択: [SMS Setup (SMS設定)]。

3. 選択: [Auto-Reply (自動返信)]を選択してオプションを
有効にします。

a. 選択:[ViewReplyMessage(返信メッセージを表示)]
を選択して、自動生成されたテキストを表示しま
す。

b. 選択:[EditReplyMessage(返信メッセージを編集)]
を選択して新しい自動生成テキストを作成します。
編集を確定するには[OK]を選択します。

テキストメッセージの表示/再生

新着メッセージを受信すると、新着メッセージアイコンがス
テータスバーに表示されます。 このアイコンは、テキスト
メッセージの受信トレイを表示すると消えます。

走行中、テキストメッセージの表示はロックされます。 代わ
りに、スピーカーまたはヘッドセットを通じて文字読み上げ
機能によって選択したテキストメッセージが読み上げられま
す。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [Messages (メッ
セージ)] > [Inbox (受信トレイ)]。

注記
走行中にはテキストの表示機能は使用できません。

2. 選択:受信したテキストメッセージを選択すると表示され
ます。

a. 「図88」を参照してください。 停止中の車両: 車両
のラジオスクリーンにテキストが表示されます。
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図88。 停止中の車両

b. 「図89」を参照してください。 走行中の車両: テキ
スト読み上げ機能が有効になります。ポップアップ
の[Listen (聴く)]を選択します。

1172699

図89。 走行中の車両

テキストメッセージ通知の有効化: Appleデバイス

Appleデバイスでラジオがテキストメッセージを受信するに
は、通知設定を構成する必要があります。

適切な設定と手順については、Appleオーナーズマニュアルを
参照してください。
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着信音

選択

ラジオでは4つの組み込みの着信音(Rain、Suspense、Rave、
およびXylo)を使用できます。 その他の着信音もラジオに読
み込むことができます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] >
[Bluetooth]。

2. 選択: [Ring Tones (着信音)]。

注記
[LoadedRingTone(読み込み済みの着信音)]は、読み込み済み
の着信音がない場合、グレー表示になります。

3. 4つある組み込み着信音のいずれか、または読み込み済み
の着信音を選択します。

新しい着信音の追加: USB

1. USBデバイスをUSBポートに差し込みます。

2. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] >
[Bluetooth]。

3. 選択: [Load Ring Tones (着信音の読み込み)]。

4. 選択: [USB device (USBデバイス)]。

5. 選択:[Artist(アーティスト)]、[Song(曲)]、[Album(ア
ルバム)]、[Genre (ジャンル)]、[Playlist (プレイリス
ト)]、[Filename (ファイル名)]。

6. 標準メディア画面のフローに沿って、トラックリストを
下にたどってください。

7. 選択: 読み込むファイル。

8. 着信音ファイルを次の2つのうちいずれかによって確認し
ます。

a. 新しい着信音の読み込みと設定。 [OK]を選択しま
す。

b. [Replace existing ring tone? (既存の着信音を変更
しますか?)] [Yes (はい)]または[No (いいえ)]を選
択します。

車両停止後の通話の再開

車両のエンジンを止めるときに通話がアクティブになってい
る場合、図90に示すようにラジオは通話を電話機に転送する
ことを求めます。

[Yes(はい)]を選択:通話が電話機に転送されます。Bluetooth
接続は終了し、ラジオはシャットダウンします。

134 電話



[No(いいえ)]を選択(またはプロンプトを確認しない):約5分
間、ラジオが通話をサポートし続けます。 この期間が終了す
ると、ラジオは通話の電話機への転送を試行し、シャットダ
ウンします。

注記
電話の音声のみはこのシャットダウンの間もヘッドセットを
通じて継続できます。 電話の音声がスピーカーに配線されて
いる場合、通話は継続されますが、受信する音声は聞こえな
くなります。

1191892

図90。 電話の転送

通話の電話機への転送

モーターサイクルが停止する間、手動で受話器のみを使用し
ます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]

2. 選択: [Settings (設定)]。

3. 選択:[ListPairedDevices(ペアリング済みデバイスのリ
スト)]。

4. 車両とのペアリングが有効になっている電話機を選択し
ます。

5. 選択: [Disconnect for Phone (電話機の接続を解除)]。
Bluetooth電話接続が終了し、通話が受話器に転送されま
す。

緊急電話番号の変更

最初の電話機がペアリングされると、ラジオは緊急電話番号
の確認メッセージを表示します。 ラジオには1つの緊急電話
番号を保存できます。 これと同じ電話番号がラジオに接続さ
れるすべての電話機で使用されます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)] > [SOS]。

2. 「図91」を参照してください。 選択:

a. #を編集します(電話番号を変更する)。

b. #を消去します(電話番号を消す)。
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3. 新しい緊急電話番号を入力します(911など)。

4. 選択: [Save (保存)]。

1174403

図91。 緊急電話番号のダイヤルまたは編集

APPLE CARPLAY

投影モードでは、ホーム画面の[Phone (電話)]アイコンが、
[AppleCarPlay]アイコンに変わります。また、チューナーや
メディアの選択ができなくなるほか、アクティブなルートを
取り消して、投影モードを優先するようになります。 投影
モードを終了すると、アイテムは全て、通常のラジオ機能に
戻ります。

CarPlayはiPhone 5以降の機種と互換性があります。

注記
Apple CarPlayを利用するために、アプリケーションをダウン
ロードする必要はありません。 接続すると、画面にはApple
承認済みiPhoneアプリケーションのみが表示されます。

音声コマンドを実行するためには、マイク付きのヘッドセッ
トが必要です。

1. 電源をアクセサリー、イグニッション、またはラン(CVO)
に切り替えます。

2. 投影モードをオンにします。

a. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

b. 選択: [Projection Mode ON (投影モード)]。

3. 接続: 電話と車両のUSBポートを接続します。 ホームペー
ジの[電話]アイコンが、[CarPlay]アイコンに変わりま
す。

4. 「図92」を参照してください。 選択: [CarPlay]。

5. 「図93」を参照してください。 Apple CarPlayがラジオ画
面に表示されます。
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図92。 ホーム画面の[CarPlay]

1174392

図93。 [Apple CarPlay]画面
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ナビゲーション

GTSシステムのナビゲーション機能は特定の地域で利用可能で
す。 走行中に注意が散漫にならないようにするため、モー
ターサイクルに乗って行く前にライドを計画して目的地を選
択します。

ナビゲーションシステムでは、ナビゲーションデータベース
の登録住所、電話帳の連絡先、ポイントオブインタレスト
(POI)の目的地、またはタッチスクリーンの地図で手動で位置
選択した目的地までのルートを設定できます。米国向け(DOM)
仕 様 の 車 両 の 場 合 は 、 さ ら に ラ イ ド プ ラ ン ナ ー
(https://maps.harley-davidson.com)やH-Dアプリからライド
と目的地をインポートできます。

注記
• 車両またはラジオの電源を入れた後、ナビゲーションシス

テムが初期状態になるまでに若干の遅れがあります。シス
テムが初期化プロセスを完了するまで待ってからナビゲー
ションシステムを使用してください。

• 建物内や地下構造物(トンネルや地下駐車場など)でナビ
ゲーションシステムを操作するときは一部制限がある場合
があります。

ワンボックス検索(OBS)

ワンボックス検索の入力では、標準的な米国およびカナダの
州/地域の2文字の略語に対応しています。ユーザーは、通り/
市および州の略語を入力できます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Search (検索)]。

4. 「図94」を参照してください。 [Search (検索)]フィール
ドに入力:

a. 緯度/経度(例:40.44611、-79.98222または40°26′
46″ N 79° 58′ 56″ Wまたは40.446° N 79.982° W)

b. 交差点/十字路(例: 37th StreetおよびJuneau
Avenue。 通りを区別する有効な記号: and、&、@、
at)

c. 通り(例: 3700 W. Juneau Avenue Milwaukee WI 53208)

d. 電話番号POI検索のみ(例: 4143434056、結果はハー
レーダビッドソンのお客様相談室代表)

e. POI検索(例: ガソリンスタンド、結果はSunoco、
Mobile、Shellなど)

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
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図94。 アドレスの入力

地図のコンパス設定

注記
現在の進行方向を決定するためにはモーターサイクルが移動
中である必要があります。 現在の進行方向が不明な場合、フ
ルサイズコンパスには疑問符が表示されます。

コンパスは、地図の右上隅に表示されます。 進行方向インジ
ケーターは、地図の中央に表示されます。 アイコンは地図の
向きの設定に応じて異なる動作となります(北を上または進行
方向を上)。

コンパスの針は2つのセクションに分かれています。 赤いほ
うが北を指します。 白いほうが南を指します。

北を上:地図は常に北が上(画面上端)となります。 コンパス
は常に上(北)を指します。

進行方向を上:進行方向の表示は、普通のコンパスと同じよう
に、上が進行方向を示し、磁針が北を指すようになりました。

3D、3次元: これは「進行方向を上」と同じですが、地図は2
次元の平面から3次元の視点に変わります。

注記
一方、その他の画面では、システムは左または右のデータウ
イングで現在の進行方向を表示できます。 データウイングを
押し、進行方向を選択します。

フルサイズコンパス(ナビゲーション非装備)

ラジオでナビゲーション機能をサポートしていない地域では、
ナビゲーションを選択すると、フルサイズコンパスが表示さ
れます。

操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]。

マップ

地図の表示

注記
「図95」を参照してください。 際は、 進行方向/現在位置ア
イコン (10) 色あせがまたは点滅、非常に低い GPS 信号がある
ことを表します。 「」を参照 の GPS 情報 このセクションで。
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1. ホームスクリーン：

a. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーショ
ン)]。

2. 左ハンドコントロール:

a. [Home(ホーム)]を短く押す:現在の画面と[Home(ホー
ム)]画面を切り替えます。

b. [Home (ホーム)]を長く押す: [Quick Jump (クイック
ジャンプ)]画面に切り替えます。

3. 音声認識：

a. 左ハンドコントロールの[Voice Recognition (音声
認識)]を押します。

b. マイクに向かって「Show Map (地図を見せて)」と話
します。

4. クイックジャンプ:

a. [Home (ホーム)]を長く押す: [Quick Jump (クイック
ジャンプ)]画面に切り替えます。

地図画面に強調表示されるアイテムの一部は以下のとおりで
す。

• 検索: 目的地、ルート、時間のほか、ナビゲーションで使
用できるその他の場所を検索、選択するのに使用します。

• メニュー: メニューを選択すると、地図とナビゲーション
オプション、およびそそれらの設定が表示されます。

• データフィールド:左右のデータフィールドを選択すると、
これらのフィールドに表示される情報が変更されます。

• 次の進路変更のガイド: 距離、進路変更情報が表示される
ほか、前回のナビゲーション音声プロンプトを繰り返すリ
ピートアイコンも表示されます。
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次に道を曲がる地点までの距離9.検索1.
進行方向/現在位置アイコン10.現在の通り2.
次に曲がる道11.Menu (メニュー)3.
音声指示の繰り返し12.地図のコンパス設定4.
左データフィールド(または現在の音源)13.高速道路のサービス5.
縮小14.ルートの停止または一時停止、中間地点のスキップ6.
地図の縮尺15.右データフィールド7.
拡大16.次に道を曲がる地点8.

図95。 ナビゲーションマップ

地図設定の変更

地図設定では、リストから選択して画面の外観を設定できま
す。 機能はオン、オフ、または調整できます。

注記
* アスタリスクはシステムのデフォルトを表しています。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。
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2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

4. POIアイコン: 地図に表示するPOIアイテムをオンにしま
す。

5. 地図ビュー: 北が上(2D)*、進行方向が上(2D)、3D。

6. 自動ズーム: [Off (オフ)]*、[Near (近い)]、[Normal (普
通)]、[Far (遠い)]。

a. 自動ズームが有効になっていると、指定の場所に近
付いたときに自動的にマップビューが拡大されま
す。 その場所を通過すると、ライダーの選択した
[Near(近い)]、[Normal(普通)]、[Far(遠い)]のい
ずれかのズームレベルに自動的に縮小します。自動
ズームが無効になっているときは、現在地がどこで
あろうと、指定の場所に近付きつつあろうと関係な
く、ライダーが最後に設定したマップズームレベル
で固定されたままとなります。

7. ナビゲーションプロンプト: オン/オフ。

a. 音声ガイドプロンプト。

8. 現在の通り: オン*/オフ。

a. 地図の上部に現在の通りが表示されます。

9. 次の通りバー: オン*/オフ。

a. 地図の下部に次の進路変更が表示されます。

10. レーンガイド: オン*/オフ。

a. 反転表示されたルートに沿ってレーンを区別する矢
印が表示されます。複数車線の公道で進路変更が必
要になるとき、適切な車線を示す明るいオレンジの
矢印が地図に表示されます。 案内表示とジャンク
ションのグラフィック表示が表示されます。

11. 音声情報バー: オン/オフ*。

a. 地図の下部に現在の音源が表示されます。

12. 左右のデータフィールド: オン*/オフ。 左右のウィング
データフィールドが表示されます。

13. 速度と交通量: オン*/オフ。 地図に交通量の上塗りの色
が表示されます。

14. 標識: オン*/オフ。
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15. ジャンクションの表示: オン*/オフ。

16. 3D地形: オン*/オフ。

17. 3D建物: オン*/オフ。

18. 高速道路のサービス: 有効化/無効化。

a. ルート沿いの先にいくつかある高速道路出口で利用
できるサービスを容易に確認できます。どの出口が
使用できるのかも確認できます。

19. 車両アイコン: Blue Arrow、Electra Glide、Road Glide、
Street Glide。

a. 地図に車両の位置を示します。

20. デフォルトに戻す:[Yes (はい)]を選択すると、メニュー
が工場出荷時の設定にリセットされ、メニューの一番上
に戻ります。

ナビゲーション設定の変更

地図設定では、リストから選択して画面の外観を設定できま
す。

ナビゲーション設定では、検索の実行方法、ルートの計算方
法、結果の表示方法をリストから選択して設定することがで
きます。

注記
* アスタリスクはシステムのデフォルトを表しています。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

4. 検索エリア:

a. [Near Me (現在地周辺)] *

b. [Around Location (付近)]

c. [Near Destination (目的地付近)]

d. [Along Route (ルート沿い)]

5. ルートの優先設定:

a. [Fastest (最速)] *

b. [Shortest (最短)]

c. ツイスティ

d. シーニック
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6. ソート設定:

a. [Relevance (関連)] *

b. 距離

c. [Alphabetical (アルファベット順)]

注記
[RoundTrip(往復)]オプションで利用できる目的地は1か所だ
けです。 このアイコンは、ルートの設定中は無効です。

[Round Trip (往復)]がオンの場合は、[Go (出発)]を押したと
きに[Location (場所)]が引き返し地点として保存されます。

7. 往復:

a. オン/オフ

8. 別のルート:

a. [Different Types (別のタイプ)]*

b. [Same Type (同じタイプ)]

c. OFF

9. 回避:

a. 公道

b. 有料道路

c. フェリー

d. トンネル

e. 未完成データ(IPD)

f. 自動車/列車

g. 未舗装道路

h. 季節的制限

i. 国境

10. デフォルトに戻す:

a. [Yes (はい)]または[No (いいえ)]

データフィールドの変更

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: 左または右のデータウィングフィールド。
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3. 「表38」を参照してください。 フィールドに表示するオ
プションをリストから選択します。 データフィールド設
定の多く([TimetoVia(経由地までの時間)]または[Arrival
Distance (到着までの距離)]など)はアクティブなルート
でのみ関係します。

表38。 データフィールドオプション

データフィールドオプション
Clock (クロック)ArrivalTime(到着

時刻)
Arrival Distance
(到着までの距離)

GPS 制度高度現在速度
Overall Average
Speed (平均速度)

Moving Time (移動
時間)

見出し

Temperature (温
度)

停車時間制限速度

Time To Via (経由
地までの時間)

Time To Turn (ター
ンまでの時間)

残りの時間

経由地までの距離全所要時間

マップナビゲーションオプションメニュー

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

注記
* アスタリスクは、ルートが有効な場合にオプションが表示
されることを意味します。

以下のオプションを利用できます。

• [Stop (停止)]*

• [Pause (一時停止)]*

• [Skip Waypoint (中間地点をスキップ)]*

• 場所

• [Maneuvers (操縦)]

• [Destination (目的地)]*

• [Weather (天候)]

• 交通

• 燃料価格

ルートの優先設定および回避

ルートを計算するときに道路の種類または経路の種類を指定
する場合は、[RoutePreferences(ルートの優先設定)]を選択
します。 [Scenic (観光ルート)]、[Fastest (最速ルート)]、
[Shortest(最短リート)]、[Twisty(曲がりくねったルート)]。

選択は、計算時に特定の種類の道路または以下のルートを回
避するために行うこともできます。[Highways(高速道路)]、
[Toll Roads (有料道路)]、[Ferries (フェリー)]、[Tunnels
(トンネル)]、[In-Process Data (未完成データ) (IPD)]、
[Car/Train (車両/列車)]、[Unpaved Roads (未舗装道路)]、
[Seasonal Restrictions (季節による通行規制)]、[Borders
(国境)]。
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1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

自動ズーム

自動ズームは、ライダーのタッチスクリーンの地図が所定の
位置に近づいたときに、4つの設定の中から1つを選択するこ
とができます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

4. 目的のオプションに応じて[Auto Zoom (自動ズーム)]を選
択します。

a. [OFF (オフ)]: 自動ズームは無効です。

b. [Near (近)]: 狭域に戻ります。

c. [Normal (ノーマル)]:中域に戻ります。

d. [Far (遠)]: 広域に戻ります

地図のスクロール: タッチスクリーン

1. 地図を表示してタッチスクリーンを押します。 地図にス
クロールツール(矢印付きの円)が表示されます。 タイト
ルバーには、表示している通りの名前が表示されます。

2. スクロール: 長押しすると画面がスクロールします。

3. ジャンプ: 地図上の別の場所を押すとジャンプします。

4. 場所までのルート:地図の右上にあるアイコンを選択する
と、場所までのルートが表示されます。

5. [End Scrolling (スクロールの終了)]: 選択すると、スク
ロールが終了して地図上の現在位置に戻ります。

地図のスクロール: ハンドコントロール

1. 選択: 一番上のタイトルバー。

2. 押して放す:右ハンドコントロールの[Cursor/Select(カー
ソル/選択)]。

3. 選択: スクロールするための下向き矢印。

4. 選択: [Cursor/Select (カーソル/選択)]の方向矢印。 目
的地まで長押ししてスクロールします。
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5. 場所までのルート: 中央の円を選択し、地図の位置への
ルートを設定します。

地図でのPOIの選択

注記
地図のスクロールハンドコントロールを使用します。

POIアイコンは近くを拡大した地図でのみ確認できます。 地
図に表示されるPOIアイコンの種類を変更するには、「Section
地図設定の変更」を参照してください。

1. 「図96」を参照してください。 スクロール: 地図上のPOI
アイコンにスクロールします。 アイコンの近くを拡大し
ます。

2. 表39を参照してください。選択: 円の中のPOIの位置。 ラ
ジオは選択したPOIへのルートを計算します。同じ場所に
複数のPOIがある場合、POIのリストで確認を求められま
す。

3. 選択: POIオプションをさらに表示するためのオプション
アイコン。 オプションを表示しない場合、[Go (出発)]を
選択するとルートが開始します。

1184454

図96。 地図上のPOI

表39。 POIアイコン

説明アイコン
ATM/銀行

自動車用品店

空港

カフェ

コミュニティー

エンターテインメント
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表39。 POIアイコン

説明アイコン
ガソリンスタンド

ハーレーダビッドソン

健康、美容

公道出口

病院

ホテル/モーテル

その他

駐車場

レクリエーション

その他の区域

レストラン

ショッピング

[Travel (旅行)]

ルート

目的地へのルート: 住所

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Search (検索)]。

4. 住所を入力します。

注記
• ナビゲーションデータベースの内容に従って入力を限定す

るスマートスペラーが使用されます。

• 入力に基づいて可能性のある目的地のリストが提供されま
す。たとえば、「BirchStreet」と入力すると、データベー
ス内の「Birch Street」を含むすべての街のリストが生成
されます。

• 最低でも郵便番号か街および州のいずれかが必要になりま
す。住所を入力しない場合、街の中心までナビゲーション
されます。 要件は地域によって若干異なる場合がありま
す。
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目的地へのルート: ホーム

注記
ホームを設定していない場合は、「Section 目的地の保存:
ホーム」を参照してください。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Go Home (自宅へ帰る)]。

注記
• ホームの目的地を削除または変更するには、ホームへの

ルートをアクティブにし、[Go Home (自宅へ帰る)]画面で
[Options (オプション)]選択します。

• ホームの住所を保存すると、音声コマンドを使用して自宅
へナビゲーションすることもできます。[VoiceRecognition
(音声認識)]スイッチを押して「Home (ホーム)」と言いま
す。

目的地へのルート: [Recent (リーセント)]

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Recent (リーセント)]。

4. リストから最近使用したルートを選択します。 [Go (出
発)]を選択します。

目的地へのルート: 連絡先

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Contacts (連絡先)]。

4. 選択: [Phone (電話)]または[ラジオ]。

5. 選択: 目的地の住所とルート。

目的地へのルート: [Saved (保存済み)]

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Saved (保存済み)]。

4. 選択: リストの保存済みアイテム。

5. 選択: [Route/View (ルート/ビュー)]。

6. 選択: [Destination (目的地)]画面の[Go (出発)]。
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目的地へのルート: 地図スクロールツール

注記
地図のスクロールハンドコントロールを使用します。

1. 地図を表示してタッチスクリーンを押し、スクロールツー
ルをアクティブにします。

2. 位置またはPOIまでスクロールします。

3. 中央の円を選択し、地図の位置またはPOIへのルートを設
定します。

4. 選択: [Go (出発)]。

注記
スクリールの操作については「マップ (ページ 140)」を参照
してください。

目的地へのルート: POI

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: POI。

4. 選択: [Category (カテゴリー)]リストのアイテム。

5. 選択: サブカテゴリーリストのアイテム。

6. リストから位置を選択します。 [Go (出発)]を選択しま
す。

目的地へのルート: 販売店

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [H-D Bar and Shield (H-Dバーアンドシールド)]。

4. リストから位置を選択します。 [Go (出発)]を選択しま
す。

目的地へのルート: 緊急

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Navigation (ナビゲーション)]

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Emergency (緊急)]。

4. 選択: [Hospital (病院)]、[Police (警察)]、[Fire Dept
(消防署)]。
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5. リストから位置を選択します。 [Go (出発)]を選択しま
す。

1154102

図97。 目的地へのルート: 緊急

目的地へのルート: 組み合わせ

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Search (検索)]。

4. 入力: 緯度と経度の座標。 形式には、Northなどの方位
(h)、度 (d)、分 (m)、秒 (s)が含まれます。

a. h ddd.ddddd°

b. h ddd° mm" ss.s'

c. h ddd° mm.mmm'

表40。 目的地の座標

形式の例
40.44611、-79.98222緯度、経度

40° 26' 46" N 79° 58' 56" W度、分、秒
40° 26.767' N 79° 58.933' W度、小数、分

40.446° N 79.982° W小数度

目的地へのルート: フューエル

注記
この機能は、SiriusXMの契約をしていないと使用できません。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Fuel Prices (燃料価格)]。
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4. 選択: [Fuel Type (燃料の種類)]。 選択が済んだら画面か
ら戻ります。

5. 選択: [View Prices (価格の表示)]。

6. 「図98」を参照してください。 リストからガソリンスタ
ンドを選択します。

4
3

1

2

1175928

ガソリンのグレード/種類1.
距離/ブランド名/価格で並べ替え2.
ガソリンの価格(ガソリンスタンドの名前と住所を併記)3.
ガソリンスタンドまでの距離と方向4.

図98。 ガソリンスタンドの選択

7. 「図99」を参照してください。 選択: [Route/View (ルー
ト/ビュー)]。

2

1

3

4

1175932

選択したガソリンスタンド1.
ルートに従う2.
ガソリンスタンドに電話3.
価格を表示(ガソリンスタンドにある全種類のガソリン)4.

図99。 ルート/ビュー

8. 選択: [Go (出発)]。

目的地へのルート: 音声コマンド

1. ルートが有効な状態で左ハンドコントロールの[Voice
Recognition (音声認識)]ボタンを押します。
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2. 次のいずれかを選択します。

a. 目的地へのルート:[Address(住所)]「Destination
(目的地)」と言ってから住所を言います。

b. 目的地へのルート: [Saved (保存済み)] 「Favorite
(お気に入り)」と言ってから、保存済みの目的地名
を言います。

c. 目的地へのルート: [POI] 「Find Next (次を検索)」
と 言 っ て か ら 、 目 的 地 の 種 類 ま た は ブ ラ ン ド 名
(「Bank (銀行)」や「Gas Station (ガソリンスタン
ド)」など)を言います。

目的地へのルート:ナビゲーション指示の繰り返し

1. 「図100」を参照してください。 選択: [Repeat (リピー
ト)]アイコン(1)。ナビゲーションから指定された前回の
コマンドを繰り返します。

ルートのキャンセルまたは一時停止:メニューの使
用

1. 「図100」を参照してください。 選択: 地図画面の[Stop
(停止)]アイコン(2)。

2. 選択: [Stop (停止)]または[Pause (一時停止)]。

注記
新しいルートを選択するとき、追加するか既存のルートを置
き換えるかの通知が表示されます。 現在のルートを新しい
ルートに置き換えたり追加したりする場合、現在のルートを
手動で取り消す必要はありません。

2
1

1187497

ナビゲーション指示の繰り返し1.
ルートの一時停止または停止2.

図100。 ナビゲーションの説明

ルートのキャンセル: 音声コマンド

1. 押す: 左ハンドコントロールの[Voice Recognition (音声
認識)]スイッチ。

2. 話す: ルートガイドのキャンセル。
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予定ルートの表示

注記
確定する前に入力されたルートが表示されます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 目的地を選択してルートを設定します。

3. 選択: [Options (オプション)]。

4. 選択:[ShowRoute(ルートの表示)]。反転表示されたルー
ト全体が地図に表示されます。

5. ルートを確定するには、[Back(戻る)]を2回選択します。

6. 選択: [Go (出発)]。

ルートのシミュレーション

ルートを確定する前にルートのシミュレーションを表示でき
ます。 ルートのシミュレーションは、モーターサイクルの停
止中にのみ使用できます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 目的地を選択してルートを設定します。

3. 選択: [Options (オプション)]。

4. 選択: [Simulate Route (ルートのシミュレーション)]。
ルートのシミュレーションが地図上で再生されます。 進
路変更のガイド音声も再生されます。

5. ルートを確定するには、[Back(戻る)]を2回選択します。

6. 選択: [Go (出発)]。

目的地に電話をかける:ルートが作動状態になって
いる場合

目的地に電話をかけることが役に立ちます(営業時間の確認や
情報収集のため)。

1. 電話機が接続され、地図でルートがアクティブな状態で、
[Menu (メニュー)]ボタンを選択します。

2. 選択: [Destination (目的地)]。

3. 選択: [Call (通話)]。

目的地に電話をかける:ルートが作動状態でない場
合

1. 電話機が接続された状態で、目的地(POIなど)を選択しま
す。

2. 選択:[Call(通話)]。[Destination(目的地)]画面に表示
されます。
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目的地の保存

注記
現在の目的地リストに複数の目的地が含まれている場合、そ
の目的地リストは、[Ride (ライド)]として作られたリスト
か、ユーザーが1つ以上の立ち寄り先を1つずつ追加したリス
トを元にしているか、あるいはその両方である可能性があり
ます。

現在位置は、保存済み目的地として保存されます。このオプ
ションが表示されているときは、ホームの目的地として保存
できます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 目的地(POI、住所、最近の目的地、GPS座標など)を選択
します。

4. 選択: [Save (保存)]。 これはルートの計算後です。

5. [SaveTo(保存先)]画面から[SavedList(保存済みリスト)]
を選択します。

a. [Destinations (目的地)]画面から[Save As Ride (ラ
イドとして保存)]を選択します。

b. 入力: 目的地として保存する名前。

6. 選択: [OK]。

目的地の保存: ホーム

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Go Home (自宅へ帰る)]。

4. [Home(ホームの設定)]画面で目的地を選択します(検索の
実行、最近の目的地の選択、POIまたは保存ファイルの選
択)。

5. 選択: [Save (保存)]。

6. 選択: [As Home (ホームとして保存)]。

現在の位置の保存

現在位置は、保存済み目的地として保存されます。このオプ
ションが表示されているときは、ホームの目的地として保存
できます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [位置]。
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4. 選択: [Save (保存)]。

5. [SaveTo(保存先)]画面から[SavedList(保存済みリスト)]
を選択します。

a. [AddtoSavedDestinations?(保存済み目的地に追加
しますか?)]画面から[Yes (はい)]を選択します。

b. 入力: 目的地として保存する名前。

6. 選択: [OK]。

乗車

ライドは、延長した走行で多数のPOIを訪れる場合、中間目的
地(中間地点)のある走行を計画する場合、またはレストラン
や宿泊を伴う走行を計画する場合に役立ちます。 システムの
ストレージ要領によって、ライドの数に制限があります。 各
ライドには、最大400か所の目的地(中間地点)を含めることが
できます。

ライドは、ナビゲーションメニューを使用するか、地図画面
でライドを作成することによって作成します。 ライドはライ
ドプランナーからインポートもできます(米国内仕様のみ)。
「ルートのインポート (ページ 163)」を参照してください。

ライドの作成: メニューの使用

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. [Carousel to (カルーセル先)]: [Rides (ライド)]。

4. 選択: [New (新規)]。

5. 入力: ライドの名前を入力し、[OK]を選択します。

6. 選択: [Edit (編集)]。

7. 選択: [Add destination (目的地の追加)]。

8. 選択:[Search(検索)]、[Map(地図)]、[Recent(リーセン
ト)]、[Saved (保存済み)]、[POI]、[Contacts (連絡先)]
のいずれか。 いずれかの方法で目的地を入力します。

9. 選択: [Destination (目的地)]画面の[Add (追加)]。

10. 選択: [Start Route (ルートの開始)]。

ライドの作成: 地図の使用

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 地図を表示してタッチスクリーンを押します。

3. 地図上のPOIまたは位置にスクロールします。
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4. 選択: [Go (出発)] (右上)。

5. 選択: POIまたは位置を選択して確定します。

6. 選択:[Options(オプション)]。必要な場合はライドの好
みを調整します。

7. 選択: [Go (出発)]。

往復

[Round Trip (往復)]機能を有効にすると、車両の元々の位置
に戻るルートが計算されます。 往復機能は、ルートがアク
ティブにされる前にのみ有効にできます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

4. 選択: [Round Trip (往復)]。

ライドの編集: メニューで中間地点を追加する

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Rides (ライド)]。

4. 現在のライドの目的地を選択します。

5. 選択: [Edit (編集)]。

6. 選択: [Add Destination (目的地の追加)]。

7. 目的地(住所、POI、最近の目的地、保存済みの位置また
は交差点)を入力します。

8. 選択: [Add (追加)]。

9. 画面: [Add Another Destination (別の目的地の追加)]。

a. 選択: [No (いいえ)]。ライド画面に戻ります。

b. 選択: [Yes (はい)]。 必要に応じて中間地点を追加
します。

10. 必要に応じて中間地点の順番を変更します。

11. 選択: [Start Route (ルートの開始)]。

ライドの編集: 地図上で中間地点を追加する

注記
ライドをラジオに設定している必要があります。
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1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 地図を表示してタッチスクリーンを押します。

3. ライドの始点から終点までの間で、地図上にあるPOIまた
は位置をスクロールして選択します。

4. 選択: [Go (出発)] (右上)。

5. 選択: POIまたは位置を選択して確定します。

6. 選択: [Route (ルート)]。

7. 選択: [Add (追加)]。

8. 選択: [Go (出発)]。

ライドの編集: 中間地点の並べ替え

注記
この操作を行うためには、最低3つの目的地を[Rides (ライ
ド)]に入力している必要があります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Rides (ライド)]。

4. リストからライドを選択します。

5. 選択: [Edit (編集)]。

6. 選択: [Reorder (並べ替え)]。

7. 「図101」を参照してください。 目的地(1)を選択して順
番を変更します。

1

11759281177398

目的地を選択1.

図101。 目的地を選択

8. 「図102」を参照してください。選択すると2重矢印(2)が
表示されます。これは、動かせる状態になったことを意
味します。
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2

1177399

二重の矢印2.

図102。 二重の矢印

9. 「図103」を参照してください。動かす必要のある場所を
押して、目的地(3)の順番を選択します。

3

1177399

目的地の順序を選択3.

図103。 目的地に移動

10. ライド画面に戻ります。

11. 選択: [Start Route (ルートの開始)]。

ライドの編集: 次の中間地点をスキップする

1. アクティブルートで[Menu (メニュー)]を選択します。

2. 選択: [Skip (スキップ)]。

3. 選択: [Yes (はい)]。
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ライドの編集: 中間地点をスキップする

1. アクティブルートで[Menu (メニュー)]を選択します。

2. 選択: [Destination (目的地)]。

3. 選択: [Edit (編集)]。

4. 選択: [Remove Destination (目的地の削除)]。

5. 選択: スキップする中間地点。

6. 選択:[Yes(はい)]。現在のルートから中間地点が削除さ
れます。 ただし、中間地点は元々保存されていたライド
からは削除されません。

経路

経路とは、走行中に記録される具体的なルートのことです。
経路が記録されている間、走行に合わせて進行中の地点が保
存されます。 これは、目的地やライドの保存とは異なり、指
定されたルートではなく多数の位置のみが保存されます。

経路を使用すると、将来同じルートを通って走行を繰り返し
たり、同じルートを使用して経路の開始点に戻ることができ
ます。

経路はいつでも記録できます。 経路の記録を開始するために
ルートをアクティブにする必要はありません。

ラジオに記録できる経路の最大数は20です。 経路の数が最大
数に達すると、記録の開始アイコンが有効になり、「Maximum
number of trails reached. Please delete a trail first. (経路
が最大数に達しました。最初に経路を削除してください) 」
というメッセージが表示されます。

経路の記録

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Trails (経路)]。

4. 選択: 記録を開始します。 経路の記録が開始します。

注記
車両をオフにしても経路の記録は停止されません。 経路の
ファイルを作成するため、記録は手動で停止する必要があり
ます。

5. 選択: 記録を停止します。 経路の記録が中止され、経路
のリストに保存されます。

経路の名前変更

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。
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2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Trails (経路)]。

4. 選択: リストから経路を選択します。

5. 選択: [Rename (名前変更)]。

6. キーボードを使って新しい名前を入力し、[OK]を選択し
ます。

経路のナビゲーション

経路を使用すると、元々記録されていたルート(始点から終
点)や戻りのルート(終点から始点)を走行できます。 経路を
選択すると、現在位置からその経路の始点までのナビゲーショ
ンがルートに含まれます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Trails (経路)]。

4. 選択: リストから経路を選択します。

5. 選択:

a. [RoutetoStart(始点までのルート)]:戻りのルート
(終点から始点まで)を選択します。

b. [Route to End (終点までのルート)]: 最初のルート
(始点から終点まで)を選択します。

経路の削除

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Search (検索)]。

3. 選択: [Trails (経路)]。

4. 選択: リストから経路を選択します。

5. 選択: [削除]。

ルートのエクスポート

ライド、経路、保存済みの目的地は、USBストレージデバイス
にエクスポートできます。 一連のルートは
「H-D_NavData.gpx」という名前のGPXファイルとしてエクス
ポートされます。 必要に応じて、以前保存したその他のファ
イ ル が 上 書 き さ れ な い よ う に 連 番 が 追 加 さ れ ま す ( 例 :
「H-D_NavData(1).gpx」)。 1つのGPXファイルにはライドま
たは目的地を複数含めることができます。
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エクスポート機能は、ルートのバックアップを取ったり、
Boom! Boxシステムを持っている他のライダーとルートを共有
したりすることを目的としています。 GPXファイルは他のGPS
デバイスにインポートできますが、互換性の上で制限事項が
あることがあります。

注記
データをエクスポートするには、USBデバイスをexFATまたは
FAT32 (一般的にPCで使われるフォーマット)でフォーマット
する必要があります。 NTFSにフォーマットされたデバイスは
読み取り専用であり、GPXのエクスポートはサポートされませ
ん。

1. 停車中にUSBデバイスを接続してファイルを保存します。

2. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

3. 選択: [Search (検索)]。

4. 選択: [Export (エクスポート)]。

5. 選択: [USB device (USBデバイス)]。

6. ライド、経路、および保存済みの目的地のリストが表示
されます。

7. 選択:エクスポートする項目のチェックボックス、または
[Select All (すべて選択)]を選択します。

8. 選択: [Export (エクスポート)]。

9. 選択:エクスポート終了後に[OK]。USBデバイスは取り外
すことができます。

ルートのインポート

注記
ライドプランナーとH-Dアプリは本国仕様車両専用です。

GPX ファイルを使用するとき GTS がインポートされた後、USB
経由でユニットをラジオ、またはモバイルアプリ、代替ルー
トをoff(オフ)に設定する必要があります。こうすることで、
ライドプランナーのウェブサイトやH-DアプリでGPXルートを
正確に設計できるようになります。

GPSExchangeFormat(GPX)で保存されたライド、経路、および
目的地のファイルをインポートできます。ファイルは、Boom!
Boxを装備した別のモーターサイクルからエクスポートされて
い る か 、 ラ イ ド プ ラ ン ナ ー
(https://maps.harley-davidson.com/)またはH-D Appで作成
されている場合があります。 1つのGPXファイルには複数のラ
イドと目的地が含まれる可能性があります。

他のGPSデバイスまたは地図Webサイトからエクスポートした
GPXファイルを使用できます。 GPXはナビゲーションファイル
の標準フォーマットですが、ファイルの生成方法の違いや、
ファイル内のデータが由来するプログラムの違いによって、
インポートした際のルートに違いが出る場合があります。 目
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的地やルート上の経由地、2点間のルートの道順が異なる場合
があります。 走行の前にルートを確認してください。

インポートしたルートはラジオ内のそれぞれの場所に保存さ
れます。目的地は保存済みリストに保存されます。インポー
トしたライドは[Rides (ライド)]リストに保存されます。 イ
ンポートした電話帳連絡先ファイル(vCardファイル、VCF)は
ナビゲーションメニューの電話帳リストに追加されます。 場
合によっては、他の地図サイトからのデータに基づき、イン
ポートされたGPXファイルがライディングのルートではなく徒
歩のルートとして読み込まれることもあります。

システム互換性の観点から、 ハーレーダビッドソンでは、
Ride Planner (https://maps.harley-davidson.com) を使用し
てルートの作成、保存、エクスポートを行うことを推奨しま
す。

ライドをGTSラジオに転送する方法は2通りあります。 USBド
ライブ、およびH-Dアプリ。

USBドライブ

1. 車両を安定した場所に置き、イグニッションをONまたは
ACCYの位置に設定します。

2. GPXまたはVCFファイルを含むUSBデバイスを車両に接続し
ます。

3. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

4. 選択: [Search (検索)]。

5. 選択: [Import (インポート)]。 GPXおよびVCFファイルの
リストが表示されます。

6. 選択: GPXまたはVCFファイル。 GPXファイル内の、[Saved
Rides (保存済みライド)]、[Trails (経路)]、
[Destinations(目的地)]すべてのリストが表示されます。

7. 選択:インポートする[SavedRides(保存済みライオd)]、
[Destinations (目的地)]、[Contacts (連絡先)]。

8. 選択: [Import (インポート)]。

9. 選択: [OK]。

10. 処理が終わり、USBドライブを取り外せる状態になりま
す。

モバイルアプリ

1. H-D Appを電話にダウンロードします。

a. Apple iphoneの場合はApp Storeを開きます。

b. Android電話の場合はPlay Storeを開きます。

2. 車両を安定した場所に置き、イグニッションをONまたは
ACCYの位置に設定します。
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3. H-D Appにログインします。

4. USBケーブル(iOSのみ)またはBluetooth (iOSとAndriodの
どちらでも可)を使用して電話を接続します。

a. 電話の接続状況が正常で、適格なユーザーがログイ
ンしていれば、[H-D App]が点灯します。

5. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

6. 選択: [Search (検索)]。

7. 選択:[H-DApp]。[MyRides(マイライド)]リストが表示さ
れます。

8. 選択: リストからライドを選択。 その内容がただちにラ
ジオに保存されます。

9. 6. ラジオは自動的に、インポートしたライドの最初のセ
グメントを表示し、[Start(出発)]するように促します。

交通

「図104」を参照してください。ナビゲーションシステムは、
車両にRDSTraffic(TMC)またはSiriusXMTrafficが装備されて
いて、地域で利用可能な場合に交通情報を提供します。 交通
情報が有効な場合、現在選択されているルートに沿って交通
量やイベントが地図に表示されます。 交通情報アイコンの説

明については、「表41を参照してください。」および「表42」
を参照してください。

アクティブなルート上または付近のすべての交通イベントの
リストも保存されます。 イベント(事故や車線規制など)が現
在のルート上に見つかると、ナビゲーションシステムはイベ
ントを通知し、別のルートの計算を試みることがあります。
システム設定に応じて、変更の確認が求められるか、自動的
にルートが調整されます。

1 2 1

4

5
3

1172384

レーンの案内1.
交通イベント2.
道路標識3.
交通量4.
POI (Point Of Interest)5.

図104。 交通
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表41。 交通状況

説明アイコン色
順調に通行できる交
通量

細線緑の塗り

流れの遅い交通量細線黄色の塗り
停止細線赤の塗り
アクティブなルート太線マゼンタのオー

バーレイ
記録された経路太線ティールのオー

バーレイ

表42。 交通状況

説明アイコン(EU)アイコン(NA)
事故

工事

警告

狭い道

検問所

[Weather (天候)]

霜

封鎖

スリップ注意

表42。 交通状況

説明アイコン(EU)アイコン(NA)
交通

交通渋滞

Information (情報)

風

交通情報のオン/オフ

交通情報機能が装備されている車両では、RDS交通情報機能を
選択するか、SiriusXM交通情報機能を選択すると自動的に交
通情報がオンになります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[SXMtraffic(SXM交通情報)]または[TMCtraffic(TMC
交通情報)]。

4. 選択: [Settings (設定)]。

5. [Traffic(交通情報)]チェックボックスをオン(有効)また
はオフ(無効)にします。
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交通情報通知設定

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[SXMtraffic(SXM交通情報)]または[TMCtraffic(TMC
交通情報)]。

4. 選択: [Settings (設定)]。

5. 選択: [Notification (通知)]。

6. 表示される選択アイテム:

a. [Popup Beep (ポップアップビープ)]: 交通情報ポッ
プアップが表示されたときにビープ音が鳴ります。

b. [Message Filter (メッセージフィルター)]: イベン
トリストに表示する交通イベントの最大距離を選択
します。

ルート変更

交通データに基づく新規ルートの選択を手動で行うか自動的
に行うかを設定できます。 現在のルートよりも5分以上短縮
できると計算される場合にのみ新規ルートが提供されます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[SXMtraffic(SXM交通情報)]または[TMCtraffic(TMC
交通情報)]。

4. 選択: [Settings (設定)]。

5. 選択:[Re-route(ルート変更)]を[Off(オフ)]または[Auto
(自動)]にします。

a. [Auto (自動)]: 交通データに応じてルートを自動的
に調整します。

b. [Off]:交通データに基づく新規ルートの提案を行わ
なくなります。

交通イベントリスト: RDS交通情報

ルートがアクティブな場合、ルート上の交通イベントが表示
されます。 ルートがアクティブでない場合、近隣のすべての
交通イベントが表示されます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[SXMtraffic(SXM交通情報)]または[TMCtraffic(TMC
交通情報)]。
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4. 「図105」を参照してください。 交通情報メッセージ(1)
をリストから選択します。

1

2

11759281178717

交通メッセージを選択1.

図105。 交通リスト

5. 「図106」を参照してください。 交通情報メッセージ(2)
が表示されます。 画面でメッセージを選択して音声認識
を聞きます。

6. 選択:[Map(地図)]。イベントの位置が地図に表示されま
す。

4

3

1179249

交通メッセージ2.
[Map (地図)]アイコン3.

図106。 交通メッセージ

操縦: 進路変更ごとの指示

ルートが有効になっている間は、目的地までの進路変更リス
トが表示されます。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

注記
ステップ2および3を省略するショートカットとして、地図の
下部に表示される次の進路変更を選択します。
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2. 選択: [Menu (メニュー)]。 この操作は、アクティブルー
トで行う必要があります。

3. 選択:[Maneuvers(操縦)]。ルートのすべての進路変更の
リストが表示されます。

4. 操縦リストから次の進路変更を選択すると、以下のオプ
ションが表示されます。

a. [Avoid (回避)]: 選択した道を回避する新しい指示
が計算されます。

b. [Zoom (ズーム)]: 選択した操縦が地図上に表示され
ます。

c. [OK]: 操縦のリストに戻ります。

操縦: 道路の回避

注記
この操作は、アクティブルートで行う必要があります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

注記
ステップ2および3を省略するショートカットとして、地図の
下部に表示される次の進路変更を選択します。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択:[Maneuvers(操縦)]。ルートのすべての進路変更の
リストが表示されます。

4. 表示されたリストをスクロールし、迂回したい曲がり角
を選択します。

5. 選択:[Avoid(回避)]。選択した道を回避する新しい指示
が計算されます。

6. 選択:[Yes(はい)]。新たな迂回路が計算されてリストに
表示されます。

7. 選択: [Back (戻る)]。 有効な地図画面に戻ります。

操縦: [Zoom (ズーム)]

注記
この操作は、アクティブルートで行う必要があります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

注記
ステップ2および3を省略するショートカットとして、地図の
下部に表示される次の進路変更を選択します。
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2. 選択: [Menu (メニュー)]。 この操作は、アクティブルー
トで行う必要があります。

3. 選択:[Maneuvers(操縦)]。ルートのすべての進路変更の
リストが表示されます。

4. 表示されたリストをスクロールし、[Zoom (ズーム)]を実
行する曲がり角を選択します。

5. 選択: [Zoom (ズーム)]。 地図に操縦が表示され、画面の
下部に詳細が表示されます。

6. 選択:[Previous/NextManeuvers(前/次の操縦)]矢印。リ
ストに含まれている前の曲がり角または次の曲がり角が
表示されます。

操縦: 回避した道路の復元

注記
この操作は、アクティブルートで行う必要があります。

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

注記
ステップ2および3を省略するショートカットとして、地図の
下部に表示される次の進路変更を選択します。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。 この操作は、アクティブルー
トで行う必要があります。

3. 選択:[Maneuvers(操縦)]。ルートのすべての進路変更の
リストが表示されます。

4. 「図107」を参照してください。 選択: 道路を回避しま
す。

1

1180539

回避した道1.

図107。 回避した道

5. 回避された道路を選択します。 これは、このセクション
の前のトピックで選択した[AvoidaRoad(道路の回避)]で
す。
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6. 「図108」を参照してください。選択:[Detour(迂回)]。

2

1185751

[Detour (迂回)]アイコン2.

図108。 [Detour (迂回)]アイコン

7. 選択: [Yes (はい)]。 [Restore this Maneuver? (この操縦
を元に戻すか?)]を尋ねられたとき

8. 選択:

a. [Back Once (1つ戻る)]: 操縦リストに戻ります。

b. [Back Twice (2つ戻る)]: 地図に戻ります。

レーンの区別

「図109」を参照してください。 複数車線の公道で近く進路
変更または分岐が必要になるとき、通るべき適切な車線を示
す車線ガイドの矢印が地図に表示されます。 提案された車線
に安全に移動し、白色の矢印の方向に進んでください。

進路変更箇所に近付くと、案内標識と近付いているジャンク
ションが表示されます。 このまま、白色の矢印の案内に従っ
てください。

1 2

3

4

1172384

次の進路変更に必要な車線(白の矢印)1.
その他の車線(灰色)2.
次の進路変更のガイド3.
方向および高速道路情報4.

図109。 レーンの区別
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旅程の概要

注記
この操作は、アクティブルートで行う必要があります。

現在のルートの概要を走行中にいつでも表示できます。 概要
には、出発および到着時間、距離情報などのデータが表示さ
れます。

1. 選択: [Info (情報)]。 ラジオのフェースプレートに表示
されます。

2. 「図110」を参照してください。 選択: [Trip Summary (旅
程の概要)]。

1

5

3
2

46

1154895

平均速度/MPG1.
走行距離2.
使用した燃料/給油所3.
目的地到着日4.
走行時間5.
目的地出発日6.

図110。 [Trip Summary (旅程の概要)]画面

燃料切れ警告

燃料低下が検出されると、ラジオに警告が表示され、近くの
ガソリンスタンドを探すよう指示が出ます。 燃料切れ警告は
ラジオがオフになっているときでも自動的に表示されます。
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1180538

図111。 燃料切れ警告

GPS情報

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [位置]。 現在値のGPS座標および住所(取得可能な
場合のみ)が表示されます。

4. 選択: [GPS]。 座標、標高、シグナル、および位置情報が
表示されます。 「図104」を参照してください。

1154119

図112。 GPS情報

ナビゲーションのプロンプト

ナビゲーションのプロンプト: オン/オフの切り替
え

1. 操作:[Home(ホーム)]>[Navigation(ナビゲーション)]。

2. 選択: [Menu (メニュー)]。

3. 選択: [Settings (設定)]。

4. [Nav Prompts (ナビゲーションのプロンプト)]チェック
ボックスをオン(有効)またはオフ(無効)にします。
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ナビゲーションのプロンプト:メニューを使用した
ボリュームの調整

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Setting (オーディオ設定)]。

2. 選択: [Volumes (ボリューム)]。

3. 選択: スピーカーまたはヘッドセットを選択します。

4. 調整: プロンプト/ナビゲーションのボリューム。

ナビゲーションのプロンプト:ハンドコントロール
を使用したボリュームの調整

プロンプトが聴こえる間に、左ハンドコントロールでボリュー
ムを調整します。 全てのプロンプトが、選択したレベルに調
整されます。 スピーカーまたはヘッドセット。

ナビゲーションのプロンプト: スピーカー/ヘッド
セットの選択

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Setup (セットアップ)] > [Audio
Setting (オーディオ設定)]。

2. 選択: [Audio Routing (オーディオルーティング)]。

3. [Prompts(プロンプト)]でスピーカーまたはヘッドセット
を選択します。

ナビゲーションデータベースおよびソフトウェ
ア

更新、交換、復元用の地図データベースは、
harley-davidson.naviextras.comからダウンロードされます。

更新:モーターサイクルの納車時には、最新の地図データベー
スが搭載されています。 これより新しいバージョンのデータ
ベースは、定期的にリリースされ、ご購入いただけます。

他大陸の交換用データベース: 自国のナビゲーションデータ
ベースエリアに含まれていない地域を旅するライダーは、旅
行先の地域をカバーする交換用データベースを購入できます。

他大陸の交換用データベースからの復元: 別の大陸や独自の
データベースを必要とする地域への旅から帰国した後は、ナ
ビゲーションデータベースを自国のデータベースに復元でき
ます。

ツールボックスをダウンロードすると、各種の地図を無料で
更新、または購入できるようになります。 ナビゲーションデ
バイスをツールボックスに接続すると、オンラインカタログ
を参照し、互換性のある商品を購入できるようになります。
さらに、自分自身が目印として使いたいPOIをデバイスにアッ
プロードする、不要な情報を削除する、データの損失に備え
てバックアップする、といったことも可能です。

注記
サポートプラットフォーム: Windows 7、Windows 8、Windows
10、OS X (10.8以降)。 なお、ツールボックスを利用するため
には、1024x768以上の解像度のディスプレイと、10GB以上の
ハードドライブ空き容量が必要です。
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手順については詳細なユーザーガイドをダウンロードしてく
ださい。

1. USBドライブをBoom!™BoxGTSNavigationSystemに挿入し、
ナビゲーションデータを保存します。

2. ツールボックスをダウンロードし、USBドライブを挿入し
ます。

3. 画面に表示される指示に従い、地図を更新してください。

4. USBドライブをBoom!™BoxGTSNavigationSystemに挿入し、
データをアップロードします。
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音声認識

音声認識

音声認識を使用すると、Boom! Boxの多数の機能をハンズフ
リーで操作できます。 ヘッドセットのマイクに向かってコマ
ンドを話すと、メディアファイルを再生する、電話をかける、
目的地にナビゲートする、周波数に合わせるなどの機能の実
行をシステムに指示できます。 音声コマンドを使用すると、
走行中ロックされている機能にもアクセスできます。

本システムを十分に活用し、走行中の注意力の散漫を減らす
ために、よく使用する機能の音声コマンドを時間をかけて習
得してください。

注記
一部の車両には、ヘッドセットのコネクターはありません。
音声コマンド機能を使用するには、P&amp;Aヘッドセット接続
キットまたはワイヤレスヘッドセットインターフェイスモ
ジュール(WHIM)キットを、車両に装着する必要があります。

音声認識の起動

1. [Voice Recognition (音声認識)] ハンドコントロールス
イッチを押します。 ビープ音がして、コマンドを求める
プロンプトが表示されます。コマンドのリスト(テレプロ
ンプター)が表示されます。音声認識アイコンがステータ
スバーに表示されます。

2. ビープ音の後で、コマンドをヘッドセットのマイクに向
けて話します。

3. 必要な場合は補足情報で応答してください。

a. プロンプト: コマンドを完了するための追加情報が
必要な場合は、プロンプトが表示されます。

b. 複数のオプション:コマンドに対して複数のオプショ
ンがある場合、選択対象として、番号付きのオプ
ションのリストが表示されます。該当する行番号を
話してください([LINE TWO (行2)]など)。

c. 中断: プロンプトを中断するには、プロンプトの間
に[VoiceRecognition(音声認識)]スイッチを押し、
ビープ音の後に目的のコマンドを話します。

音声認識のキャンセル

ハンドコントロール: [Voice Recognition (音声認識)]スイッ
チを長押しします。

音声コマンド: いつでも「Cancel (キャンセル)」と言うこと
で、現在のセッションを終了できます。

有効な入力をしない: 本システムで音声コマンドやプロンプ
トへの応答を認識しない場合、またはコマンドが話されるま
でに時間がかかった場合は、セッションは自動的にキャンセ
ルされます。

通
信
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テレプロンプター

「図113」を参照してください。テレプロンプターは、[Voice
Recognition(音声認識)]スイッチを押すと表示されます。テ
レプロンプター画面には、よく使用するコマンドとともに他
のコマンドを表示するための行アイテムが表示されます。

[Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチを使用すると、コ
マンドを選択できます。 「MORE COMMANDS (その他のコマン
ド)」と話すか、選択すると、全コマンドのリストが表示され
ます。

1154899

図113。 テレプロンプター(標準)

コマンドリスト

テレプロンプターの表示中にコマンドが話されない場合、ま
たは認識されない場合は、コマンドカテゴリーのリストが表
示されます。 いずれかのカテゴリーに関連する全コマンドを
表示するには、そのカテゴリーをマイクに向かって話すか、
[Cursor/Select (カーソル/選択)]スイッチを使用します。

選択リスト

「図114」を参照してください。 選択リストは、次の状況で
表示されます。

• ある単語に妥当な認識が複数ある場合。

• 複数の選択肢がある場合。

• ナビゲーションが精密に位置検索をしようとしている場
合。

選択リストが表示された場合は、目的の行アイテムをマイク
に向かって話します([LINE THREE (行3)]など)。
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図114。 音声認識選択リスト

プロンプターが[Pardon? (もう一度話してくださ
い)]と応答した場合

マイク: 音声コマンドをヘッドセットのマイクに向かって話
します。 音声コマンドを効果的に使用するには、マイクを正
しい位置に設定することが重要です。

話し方: ヘッドセットのマイクに向かって自然に話します。
音声コマンドの各単語をはっきりと話します。 単語間に長い
時間を空けないでください。 速い話し方や高い声は認識され
ません。

数字: 数字は1桁ずつ発音してください。 たとえば、88は
「eighty-eight (88)」ではなく「eight, eight (8、8)」と言
います。 0は[zero (ゼロ)]または[oh (オー)]と言います。 周
波数の小数点は[point (ポイント)]と発音します。

音声認識コマンド

表43。 音声認識:共通コマンド

説明コマンド
使用できるすべての音声認識コマンドのリストを表示します。ALL COMMANDS (すべてのコマンド)
音声認識セッションをキャンセルします。CANCEL (キャンセル)
行番号をリストから選択します。LINE <NUMBER> (行<番号>)
オプションのリストを表示します。リスト
承認または続行します。YES (はい)
拒否または終了します。NO (いいえ)
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表44。 音声認識:チューナーコマンド

説明コマンド
チューナーをAMバンドに設定します。A M
チューナーをFMバンドに設定します。F M
チューナーをウェザーバンドに設定します。WEATHER BAND (ウェザーバンド)
チューナーをMWバンドに設定します。MEDIUM WAVE (中波)
チューナーをLWバンドに設定します。LONG WAVE (長波)
指定した周波数に合わせます。ラジオは選択した周波数に適切なバンドに自動的に
切り替わります。
例:[TUNE TO NINETY-EIGHT POINT SEVEN (98.7に合わせる)]と言うと、チューナーはFM
バンドに切り替わり、98.7 MHzに設定されます。

TUNETO<FREQUENCY>(<周波数>に合わせる)

次または前の局をシークします。SEEK UP/SEEK DOWN (シークアップ/シーク
ダウン)

次/前のプリセットを選択します。NEXT PRESET/PREVIOUS PRESET (次のプリ
セット/前のプリセット)

選択した局に合わせます(欧州地域のみ)。STATION <NAME> (局<名前>)

表45。 音声認識:メディアコマンド

説明コマンド
メディアモードに入ります。MEDIA (メディア)
選択したアーティストの曲を再生します。PLAY <ARTIST, ALBUM or SONG> (再生<アー

ティスト名、アルバム名、または曲名>)
選択したアーティストの曲を再生します。ARTIST <NAME> (アーティスト<名前>)
選択したアルバムを再生します。ALBUM <NAME> (アルバム<名前>)
メディアデバイス上のすべての曲を再生します。PLAY ALL SONGS (すべての曲を再生)
選択したジャンルの曲を再生するか、利用可能な全ジャンルのリストを表示しま
す。

GENRE<NAMEorLISTALL>(ジャンル<名前ま
たはすべて一覧表示>)

メディアデバイス上の次のトラックを再生します。NEXT TRACK(次のトラック)
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表45。 音声認識:メディアコマンド

説明コマンド
選択したプレイリストを再生します。PLAY PLAYLIST <NAME> (プレイリスト<名前

>の再生)
メディアデバイス上の前のトラックを再生します。PREVIOUS TRACK (前のトラック)
選択した曲を再生します。SONG <NAME> (曲<名前>)
曲を検索するか、デバイス上のすべての曲のリストを表示します。SEARCH FOR MUSIC (曲の検索)

表46。 音声認識:電話コマンド

説明コマンド
電話帳の連絡先またはローカルに保存された連絡先への電話を開始します。その連
絡先に電話番号が複数ある場合は(自宅、携帯、会社など)、プロンプトが表示され
ます。

CALL <CONTACT NAME> (通話<連絡先の名前
>)

選択した電話番号にダイヤルします。DIAL <PHONE NUMBER> (ダイヤル<電話番号
>)

前の電話番号にダイヤルします。REDIAL (リダイヤル)

表47。 音声認識:SiriusXMコマンド

説明コマンド
SiriusXMラジオをかけます。X M
選択したチャンネルに変更します。チャンネルコマンドを使用すると、SiriusXMに
自動的に切り替わります。

CHANNEL <NUMBER or NAME> (チャンネル<番
号または名前>)

次のチャンネルに変更します。CHANNEL UP (チャンネルアップ)
前のチャンネルに変更します。CHANNEL DOWN (チャンネルダウン)
SiriusXMチャンネル全体をスキャンします。CHANNEL SCAN (チャンネルスキャン)
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表48。 音声認識:ナビゲーションコマンド

説明コマンド
選択した住所へのルート案内を開始します。この「ワンショット目的地」コマンド
は、一部の地域では利用できません。未対応の地域では、詳しい住所(市、州など)
を求める一連のプロンプトが表示されます。
例:目的地は、[DESTINATION 400 WEST CANAL STREET MILWAUKEE WISCONSIN (目的地400ウ
エストキャナルストリートミルウォーキーウィスコンシン)]のように、1つの文字
列として言うことをお奨めします。
注意: 英数字を含む複雑な番地([N23W2345 River Run Road (N23W2345リバーランロー
ド)]など)は、音声認識システムでは認識できない場合があります。目的地が認識
されない場合は、ナビゲーションメニューで住所を入力してください。

DESTINATION <ADDRESS> (目的地<住所>)

保存済みの目的地へのルート案内を開始します。FAVORITE <SAVED> (お気に入り<保存済み
>)

リクエストしたPOIに一致する店舗またはブランドのリストを表示します。そのPOI
へのナビゲーションを開始するには、選択リストからアイテムを選択します。
注意:POIの種類([FIND NEXT GAS STATION (次のガソリンスタンドの検索)]など)やブ
ランド名([FINDNEXTSHELL(次のシェルの検索)]など)は、ナビゲーションデータベー
スから読み込まれます。Boom!Boxソフトウェアでは、認識可能なコマンドの単語に
変換できないPOI名もあります。名称が複数の単語や音節で構成されていると、音
声認識の照合が困難になる場合があります。特定の名称で認識可能な結果が表示さ
れない場合は、POIコマンドの別名や他の形式を試してください。

FIND NEXT <POI> (次の<POI>の検索)

ナビゲーションマップを表示します。SHOW MAP (地図の表示)
現在のルート案内をキャンセルします。CANCELROUTEGUIDANCE(ルート案内を中止)
次の曲がり角のナビゲーション案内を繰り返します。REPEAT INSTRUCTIONS (案内の繰り返し)
住所画面への目的地情報の入力を開始します。
例:[ENTER STATE (州の入力)]と言うと、プロンプターは[Say the State Name (州の名
前を話してください)]と応答します。州の名前を指定した後は、残りの住所フィー
ルドに対するプロンプトが画面に引き続き表示されます。

ENTER <COUNTRY, STATE, CITY, ZIP CODE,
STREET, HOUSE NUMBER> (<国、州、市、郵
便番号、通り、番地>の入力)
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インターコム

インターコムを使用すると、ライダーとパッセンジャーはヘッ
ドセットを通じて会話することができます。 インターコム
は、[PTT (プッシュ・トゥ・トーク)]スイッチを押すか、VOX
(Voice Operated Transmission)を使用して操作できます。 ラ
イダーまたはパッセンジャーのマイクが音声入力を拾うと、
自動的にインターコムがアクティブになります。 このプロセ
スは「VOXのトリガー」として知られています。

ライダーまたはパッセンジャーはインターコム通信を開始で
きます。 インターコムがアクティブなときは、ヘッドセット
を通じてインターコムが聞こえるように、チューナーおよび
メディアのボリュームが自動的に下げられます。

プライバシーのため、インターコムはライダーとパッセン
ジャーのヘッドセットからのみ聞こえます。 スピーカーから
は聞こえません。

マイクの感度とヘッドセットのボリュームは調節できます。
マイクの感度(VOX)はライダーとパッセンジャーの両方のマイ
クに適用されます。 ライダーとパッセンジャーのヘッドセッ
トのボリュームは個別に調節されます。

注記
自治体によってはヘッドセット(ヘルメット搭載型)スピーカー
の使用を禁止または制限している場合があります。 自治体の
法令に従ってください。

4

265

1

3
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インターコムの「オン/オフ」アイコン1.
レベル上昇(マイクをオープン、連続してインターコム)2.
インターコムの状態(オン/オフ)3.
インターコムアクティブ/アイドル4.
レベル下降(PTT起動のみ)5.
音声起動(VOX)の感度レベル6.

図115。 インターコム画面

インターコムのオン/オフ

注記
インターコムが無効であれば、選択ボタンが灰色表示になら
ず、選択できません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Communications (通信)] >
[Intercom (インターコム)]。
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2. [Intercom on/off (インターコムのオン/オフ)] を選択す
ると、オンまたはオフに切り替わります。オンにすると、
インターコムが使用可能になり、インターコムアイコン
がステータスバーに表示されます。 インターコムはどの
画面を表示していても使用できます。

マイク感度の調節: VOX

マイクがVOXを通常の声の音量でトリガーできるように、VOX
感度を調節する必要があります。 感度レベルはライダーと
パッセンジャーの両方のマイクに適用されます。

道路や周りのものからのノイズなど、意図しない音でVOXがト
リガーされる場合は、必要に応じて感度を調節します。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Communications (通信)] >
[Intercom (インターコム)]。

2. マイクに向かって話しながら、コントロール([+]または
[-])を使用して、通常の声の音量でVOXがトリガーされる
まで感度を調節します。 ステータスバーのインターコム
アイコンは、通常の声で話すと白(アクティブ)になる必
要があります。

a. 感度を上げる: レベルを右に動かします。 マイクの
感度が上がります。インターコムはマイクを通じて
より小さい音でアクティブになる(VOXがトリガーさ
れる)ようになります。

b. 感度を下げる: レベルを左に動かします。 インター
コムはより大きな声または音でのみアクティブにな
る(VOXがトリガーされる)ようになります。

c. マイクを完全にオープンにする: 感度を最大レベル
まで上げると、インターコムのマイクが常にオープ
ンになります。

d. PTTのみ: 感度を最低レベルに下げると、VOX操作を
行うことができなくなります。 インターコムは、
プッシュトゥトーク(PTT)スイッチでのみアクティ
ブにできます。

スピードボリューム

エンジンノイズ、および風や道路によって発生する音を相殺
するために、スピードボリュームが適用されます。 モーター
サイクルのスピードが上がるほど、マイクの感度は自動的に
下がります。 これにより、道路のノイズによってVOXがトリ
ガーされるのを防ぐことができます。 また、走行中に不必要
にマイクを調整することも防ぎます。

インターコムボリュームの調節:ライダー用とパッ
センジャー用のヘッドセット

1. 「図116」を参照してください。インターコムをアクティ
ブにします([PTT (プッシュトゥトーク)]スイッチを押す
か、VOXをトリガーできる音量で話します)。
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2. インターコムがアクティブな間にボリュームを調節しま
す。 インターコムがアクティブな間は、画面にインター
コムボリュームが表示されます。 ライダーとパッセン
ジャーのヘッドセットのボリュームは個別に制御されま
す。

a. ライダー: 左ハンドルバーのボリュームコントロー
ルを押します。

b. パッセンジャー: ツアーパック側のボリューム+/ボ
リューム-(VOL+/VOL-)スイッチを押します。

1171341

図116。 インターコムボリューム

インターコムの操作: 音声起動、VOX

VOXをトリガーするのに十分な音量でマイクに話します。
チューナーまたはメディアのボリュームは、インターコムが
聞こえるようにバックグラウンドレベルに下げられます。 イ
ンターコムアイコンが白(アクティブ)に変わります。

インターコムのオーディオがヘッドセットで聞こえるように
なります。 VOXによってアクティブになった通信は、CBでは
流れません。

インターコムの操作: [PTT (プッシュ・トゥ・トー
ク)]スイッチ

1. [PTT(プッシュトゥトーク)]スイッチ(ライダーまたはパッ
センジャー)を長押ししてインターコムをアクティブにし
ます。 インターコムアイコンが白(アクティブ)に変わり
ます。 チューナーまたはメディアのボリュームは、イン
ターコムが聞こえるようにミュートされます。

2. マイクに向かって話します。プッシュトゥトーク(PTT)ス
イッチを押している間は、VOX設定や音声レベルに関係な
くマイクはアクティブのままになります。

注記
• CBがオンになっている場合、プッシュトゥトーク(PTT)ス

イッチを押すとCBもアクティブになります。マイクの音は
すべて現在のCBチャンネルを通じて共有されます。プライ
ベートに通信する必要がある場合は、CBをオフにするか、
音声起動(VOX)機能を使用します。
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• (VOXではなく)プッシュトゥトーク(PTT)スイッチのみ使用
してインターコムをアクティブにするには、VOX感度を最
低レベルに下げます。 「Section マイク感度の調節: VOX」
を参照してください。

WHIM

注記
CVO車両では、Sena 20S EVOワイヤレスヘッドセットが標準装
備されるようになりました。 以下の説明は、このヘッドセッ
トを対象にしていますが、他の製品でも手順は同じです。

ワイヤレスヘッドセットに関する追加情報については、Sena
のユーザーズガイドをお読みください。 また、最新版のユー
ザーガイドおよびBoom! Audio Bluetooth製品に関する情報に
ついては、Harley-Davidson.com>[Owners(ハーレーオーナー)]
> [Infotainment (インフォテインメント)]にてご確認くださ
い。

はじめに

付属のUSB電源とデータケーブルをコンピューターのUSBポー
トまたはUSBウォールチャージャーに接続して、ワイヤレス
ヘッドセットを充電します。 お好みの標準マイクロUSBケー
ブルを使用して充電することができます。 ヘッドセットの充
電中はLEDが赤く点灯し、充電が完了すると青色に変わりま
す。 完全に充電が完了するまで約2時間半かかります。

電源オン/オフ

「図117」を参照してください。 ジョグダイヤル(1)と電話ボ
タン(3)を同時に押して、ヘッドセットの電源をオンまたはオ
フにします。 ヘッドセットの電源をオンにする場合: ジョグ
ダイヤルと電話ボタンを同時に押すと青色のLED (2)が表示さ
れ、ビープ音が徐々に大きくなります。 ヘッドセットの電源
を切る場合: ジョグダイヤルと電話ボタンを同時に押すと赤
いLED (2)が短く表示され、ビープ音が小さくなりながらヘッ
ドセットが完全にオフになります。

32 4

11077184

ジョグダイヤル1.
ステータスLED2.
電話ボタン3.
充電およびファームウェア用ポート4.

図117。 Boom!ワイヤレスヘッドセット
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ワイヤレスヘッドセットの設定

ワイヤレスヘッドセットを初めてBluetoothデバイスで使用す
るときは、まずペアリングする必要があります。 たとえば、
Bluetooth携帯電話、MP3プレーヤーなどのBluetoothステレオ
デバイス、または車両専用のBluetooth GPSナビゲーション、
およびその他のBoom! Audio Bluetoothヘッドセットです。 こ
のペアリング操作は、各Bluetoothデバイスに対して1回だけ
行います。 ヘッドセットはデバイスとのペアリングを維持
し、デバイスが範囲内にあるときに自動的に再接続します。
ヘッドセットがペアリングされているデバイスに自動的に接
続されたことを、高音のシングルビープ音と音声プロンプト
で通知されます。

ヘッドセットが車両にペアリングされると、Your Headset is
Paired,BoomAudioConnected(お使いのヘッドセットがペアリ
ングされ、Boom Audioに接続されました)という音声が発生し
ます。 この最初のペアリング後は、ヘッドセットを車両に接
続するたびに、BoomAudioConnected(BoomAudioに接続されま
した)という音声が発生します。

ヘッドセットを電話とペアリングする場合は、Your Headset
isPaired(ヘッドセットがペアリングされました)という音声
でペアリングを確認できます。 この最初のペアリング後は、
ヘッドセットを電話に接続するたびに、Phone Connected (電
話に接続されました)という音声が発生します。

1. ワイヤレスヘッドセットをオンにします。

2. 操作:[Home(ホーム)]>[Setup(設定)]>[WirelessHeadset
(ワイヤレスヘッドセット)]

注記
[PairRiderHeadset(ライダー用ヘッドセットをペアリング)]
を選択する前に、ヘッドセットをペアリングモードにします。
赤と青のLEDが交互に点滅するまで、電話ボタンを5秒間押し
ます。

3. ヘッドセットをペアリングモードにします。

a. タッチスクリーンにPairinginProcesswithHeadset
(ヘッドセットとペアリングしています)と表示され
ます。

注記
最初にライダー、次にパッセンジャーのヘッドセットをペア
リングしてください。

4. 「図118」を参照してください。選択:[PairRiderHeadset
(ライダー用ヘッドセットのペアリング)]。
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図118。 ライダー用ヘッドセット

注記
ハーレーダビッドソンのヘッドセットは、Boom Audioとして
表示され、ソフトウェアのバージョンも表示されます。 表示
オプションについては、ハーレーダビッドソン社以外のヘッ
ドセット製品のオーナーズマニュアルを参照してください。

5. 「図119」を参照してください。タッチスクリーン上でワ
イヤレスヘッドセットの表示情報を確認します。 ペアリ
ングするワイヤレスヘッドセットのモデルを選択します。

1170369

図119。 ヘッドセットをペアリングモードにする

6. 「図120」を参照してください。タッチスクリーンには、
ワイヤレスヘッドセットが接続されたことを示す確認ス
テータスが表示されます。
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図120。 ペアリング済みのヘッドセット

7. パッセンジャーのワイヤレスヘッドセットも同様の手順
でペアリングします。

ヘッドセットとヘッドセットのインターコムペア
リング

注記
ペアリングモードでは、1回に車両とヘッドセットの範囲内に
ある1つのデバイスをペアリングします。

ワイヤレスヘッドセットとヘッドセットのインターコムの設
定および使用法については、Senaのユーザーズガイドをお読
みください。

ヘッドセットの構成

注記
タッチスクリーン上にワイヤレスヘッドセットを表示するに
は、電源をオンにして次の構成でシステムにペアリングする
必要があります。

ヘッドセットの構成は、電話やその他のヘッドセットとペア
リングされている場合にのみ、ヘッドセットの性能に影響を
与えます。 ヘッドセットが車両にペアリングされている場合
は、ヘッドセットの性能に直接影響を与えることはありませ
ん。 サイドトーン構成は、ヘッドセットが車両にペアリング
されている場合でもヘッドセットに直接影響を与える唯一の
構成オプションです。

Boom! Boxインフォテインメントシステムから12の構成モード
にアクセスできます。

[Home (ホーム)] > [Setup (設定)] > [Wireless Headset (ワイヤ
レスヘッドセット)] > [Manage Rider or Passenger Headset (ラ
イダーまたはパッセンジャーのヘッドセットの管理)]>[Config
(構成)]と選択してヘッドセット構成を管理します。

スマートボリューム コントロール: スマートボリュームコン
トロールは、環境ノイズのレベルに応じてスピーカーの音量
を自動的に調整します。 スマートボリュームコントロールを
無効にした場合は、手動でボリュームをコントロールします。
感度を低、中、高に設定することで有効にすることができま
す。 スマートボリュームコントロールの感度レベルを高くす
ることで、より小さな環境ノイズにも対応します。 デフォル
ト設定は無効です。
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サイドトーン:サイドトーンは、ヘッドセットのマイクで拾っ
た自分の声の音を、耳元のスピーカーによって再現します。
様々な種類のヘルメットの騒音条件に合わせて、適切な声量
で自然に話すのに役立ちます。 この機能を有効にすると、イ
ンターコムでの会話中または通話中に自分が話していること
を聞くことができます。 デフォルト設定は無効です。

音声プロンプト: 音声プロンプトを無効にすることはできま
すが、次の音声プロンプトは常時オンになっています。

• 構成設定メニュー用の音声プロンプト

• バッテリー残量インジケーター用の音声プロンプト

• 出荷時設定へのリセット用の音声プロンプト

• スピードダイヤル用の音声プロンプト

• FMラジオ機能用の音声プロンプト

アドバンスドノイズコントロールアドバンスドノイズコント
ロールを有効にすると、インターコムでの会話中のバックグ
ラウンドノイズが減少します。 無効にすると、インターコム
中のバックグラウンドノイズが音声に混じります。 デフォル
ト設定は有効です。

モーション感度: ボイスコマンドモードに入るためにBoom!
Audio 20S EVOの表面をダブルタップする際に、モーションセ
ンサーが感度を測定します。 デフォルト設定は低ですが、高
に変更することもでき、機能を無効化することもできます。

VOX電話: インターコムに接続していない状態でこの機能を有
効にすると、大きな声を発するだけで着信電話に応答できま
す。たとえば、着信電話のビープ音が聞こえたときに、Hello

やその他の言葉を大声で発することで電話に出ることができ
ます。 ただし、インターコムに接続している場合はVOX電話
機能は機能しません。 この機能は出荷時設定では有効になっ
ていますが、設定メニュー、デバイスマネージャー、または
Senaスマートフォンアプリで無効にすることができます。 こ
のモードを無効にしている場合は、ジョグダイヤルまたは電
話ボタンをタップして着信に応答する必要があります。

HDインターコム: HDインターコムは、双方向インターコムの
オーディオを標準品質からHD品質に高めます。 マルチイン
ターホンを使用すると、HDインターコムは一時的に無効にな
ります。 この機能を無効にすると、双方向のインターコムの
オーディオは標準品質に変わります。 デフォルト設定は有効
です。

オーディオマルチタスク: オーディオマルチタスクを使用す
ると、音楽、FMラジオ、またはGPSの指示を聞きながら、イン
ターコムで会話することができます。 オーバーレイされた
オーディオは、インターコムでの会話中は常に音量を下げて
再生され、会話が終了すると通常の音量に戻ります。 この機
能が無効になっている場合、着信または発信のインターコム
がオーディオチャンネルを中断します。 デフォルト設定は有
効です。

INT-オーディオ感度: オーディオマルチタスク設定が有効な
状態で音楽の再生中にインターコムで通話をすると、音楽の
ボリュームが下がりバックグラウンドで再生されます。 イン
ターコム感度を調整して、このバックグラウンド音楽モード
を有効にすることができます。 レベル1は感度が最も低く、
レベル10では感度が最も高くなります。 デフォルト設定は6
です。
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ナビゲーション アプリのサポート: 音声マルチタスクが有効
になっている場合、インターコムで通話をしている間はスマー
トフォンのGPSアプリケーションの音量が常に下がります。
音量を下げずにスマートフォンのGPSナビゲーションをはっき
りと聴くには、ナビゲーションアプリのサポートを有効にし
ます。 デフォルト設定は無効です。

8ウェイインターコム: 8ウェイインターコムを無効にするこ
とで、最大4人までの小規模グループのインターコム性能が最
適化されます。 8ウェイインターコムを有効にすると、最大8
人までの大規模グループのインターコム性能が最適化されま
す。 デフォルト設定は無効です。

FM局ガイド: FM局ガイドを有効にして、プリセット局を選択
すると、音声プロンプトによりFM局の周波数が知らされます。
FM局ガイドが無効になっている場合、プリセット局を選択し
てもFM局の周波数に関する音声プロンプトは発生しません。
デフォルト設定は有効です。

ヘッドセットのソフトウェアバージョン

注記
Boom!Audio20SEVOはファームウェアのアップグレード機能を
サポートしています。 www.Harley-Davidson.comにて最新の
ソフトウェアダウンロード情報をご確認ください。

このトピックに記載されている情報は情報提供のみです。 正
確なモデル/ソフトウェアバージョン/アドレスは車両とペア
リングする製品によって異なります。

「図120」を参照してください。 ワイヤレスヘッドセットが
適切にペアリングされると、次の項目を確認できます。

• モデル/ソフトウェアバージョン:

• Bluetoothアドレス:

• ステータス: 接続されています

ワイヤレスヘッドセットのペアリングを解除する

1. 選択:[Home(ホーム)]>[Setup(セットアップ)]>[Wireless
Headset (ワイヤレスヘッドセット)]。

2. 選択: [Manage Rider or Passenger headset (ライダーまた
はパッセンジャーのヘッドセットの管理)]

3. 「図120」を参照してください。選択:[Forget(解除)]。
Boomシステムと、ライダーまたはパッセンジャーのワイ
ヤレスヘッドセットのペアリングを解除します。

ヘッドセットの出荷時設定へのリセット

注記
この手順を行うことでBoomインフォテインメントシステムと
ヘッドセットの間のリンクが切断されます。 システム通信を
正しく動作させるには、ワイヤレスヘッドセットを再度ペア
リングする必要があります。
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1. Boom!Audio20SEVOを出荷時設定に戻すには、電話ボタン
を12秒間押し続けて、LEDを赤色に点灯させてビープ音を
2回鳴らします。 Factory reset. (出荷時設定にリセット
します)という音声プロンプトが発生します。

2. 5秒以内にジョグダイヤルを押してリセットを確定しま
す。 ヘッドセットは出荷時設定に復元され、自動的にオ
フになります。Headsetreset,good-bye(ヘッドセットは
リセットされました)という音声プロンプトが聞こえま
す。

3. 電話ボタンを押すか、ジョグダイヤルを5秒以内に押さな
かった場合、リセット試行はキャンセルされ、ヘッドセッ
トは待機モードに戻ります。 Canceled (キャンセルされ
ました)という音声プロンプトが聞こえます。

4. Boomシステムとワイヤレスヘッドセットのペアリングを
解除します。 本セクションの「ワイヤレスヘッドセット
のペアリング解除」を参照してください。

5. ペアリング手順を実施します。 本セクションの「ワイヤ
レスヘッドセットの設定」を参照してください。

異常リセット

「図121」を参照してください。 Boom! Audio 20S EVOが正常に
動作していない、または何らかの理由で故障状態になってい
る場合は、ヘッドセット本体の背面にあるピンホールリセッ
トボタンを押してリセットすることができます。 ペーパーク

リップをリセットピンホールに挿入し、リセットボタンを1秒
間軽く押します。 Boom! Audio 20S EVOがオフに切り替わりま
す。再度システムを起動して再試行してください。 ただし、
この操作でヘッドセットは出荷時設定には復元されません。

1068060

図121。 不良解除
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CBラジオ

警告

運転前にCBチャンネル、スケルチしきい値およびボリューム
を設定し、運転中の調節を最小限に抑えます。 注意力が運転
から逸れると車両のコントロールを失う原因となり、死亡事
故や重大なケガにつながるおそれがあります。 (00089a)

ご注意

アンテナのない、またはアンテナケーブルの故障したCBラジ
オを操作すると、トランスミッター回路に損傷を与える可能
性があります。 (00176a)

ご注意

CB トランシーバーのシャーシ内部を調節するのに、連邦通信
協会(FCC)の規則に遵守して行える方法はありません。 保証
期間中に必要となる整備については、もともとの装置メーカー
にお問い合わせください。 メーカー保証失効後のトランス
ミッターの整備は、認定修理サービス機関にお問い合わせく
ださい。 周波数を決定するクリスタル等の構成部品や電源を
決定する半導体等は、本来の構成部品メーカーのパーツもし
くは同等品に交換する必要があります。 代替品はFCCの規則
違反となる可能性があります。 (00175a)

特定の地域の一部のモデルにはCBモジュールがあります。 CB
ラジオを使用すると、40のCBチャンネルのいずれかで他のCB
装備の車両(または他のCBユーザー)と通信できます。

CBの操作の規制、決められた周波数または出力は、地域によっ
て固有である場合があります。 CBラジオを操作する前に、地
域の法律および規制を確認してください。 米国の場合、トラ
ンスミッターを操作する前に「FCCの規則および規制、第95
部」をお読みください。

CBのオン

注記
CBが無効であれば、選択ボタンが灰色表示にならず、選択で
きません。

CBは使用する前にオンにする必要があります。 CBをオンにし
てチャンネルを選択すると、CB画面をそのままにして他のラ
ジオ機能(チューナー局を聴く、電話をかける、ナビゲーショ
ン機能を使用する、メディアファイルを聴くなど)を使用でき
ます。 CBはミュートのままになりますが、バックグラウンド
で動作し続けます。 ライダーとパッセンジャーはどの画面を
表示していてもCBオーディオを送受信できます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Communications (通信)] > [CB]。

2. 「図122」を参照してください。 [オン/オフ]アイコンを
押します。画面中央には現在のチャンネルと[CBOn(CBオ
ン)]が表示されます。 CBがオンになっている間、ステー
タスバーにはCBアイコンが表示されます。
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CBのオフ

「図122」を参照してください。 CB画面で、[オン/オフ]アイ
コンを押します。CBプリセットが無効になり、画面中央に[CB
Off (CBオフ)]と表示され、ステータスバーのCBアイコンがオ
フになります。

2

3

4

1

1171353

プリセット1.
現在のチャンネル2.
[ON/OFF]インジケーター3.
[オン/オフ]アイコン4.

図122。 CB画面

無線送信の競合

CBチャンネルは多数のユーザー間で相互に共有されます。
チャンネルで中断や複数のユーザーからの無線送信の競合が
あると、意図した受信者がメッセージを理解することが困難
になることがあります。 無線送信が良好に受信されるように
するには、他のユーザーを尊重し、チャンネルが空くまで待
機してから[PTT (プッシュ・トゥ・トーク)]スイッチを押し
ます。

チャンネルをアクティブに使用しているユーザーが多すぎる
場合は、利用可能な別のチャンネルを意図した受信者に指定
すると、そのチャンネルでお互いに会話を再開することがで
きます。

重要な通信の場合、受信者がメッセージを受信して理解して
いることを確認するようにしてください。

緊急操作: チャンネル9

米国では、FCCによってチャンネル9が緊急または旅行者支援
での使用専用に確保されています。 このチャンネルの使用
は、個人の安全、器物破損、またはその他必要な支援にかか
わる問題に限定する必要があります。 また、チャンネル9は
CBラジオを許可する他の多くの国で緊急用に確保されていま
す。

このチャンネルを緊急用または支援用に使用する場合、問題
の特徴と地域を明確にしておきます。 応答がない場合、別の
チャンネルを試すか、支援を得る他の方法を探してください。
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CBでの送信

送信開始: どの画面でも、他のアクティブなCB無線送信が終
了し、チャンネルが空くまで待機します。 現在のCBチャンネ
ルで送信を開始するには、[PTT (プッシュ・トゥ・トーク)]
スイッチを長押しします。 ライダーとパッセンジャーのマイ
クから拾われた音はすべて送信されます。 [PTT (プッシュ・
トゥ・トーク)]スイッチを押している間、すべての受信CBメッ
セージを含むその他すべてのオーディオはミュートになりま
す。 送信中はステータスバーにCBアクティブアイコンが表示
されます。 「図123」を参照してください。

送信停止:送信を停止するには、[PTT(プッシュトゥトーク)]
スイッチを放します。 CBアイドルアイコンがステータスバー
に表示されます。 オーディオが再開され、スケルチを開くす
べてのCBオーディオが受信されます。

1

1170364

CBアクティブ1.

図123。 CBアクティブ

CBオーディオの受信

ラジオはどの画面でも受信CBオーディオを受信します。 受信
CB信号がスケルチを開くと、CBオーディオがラジオの現在の
音源に割り込みます(または、現在の音源に音が混ざります)。
CBオーディオを受信すると、CBアクティブアイコンがステー
タスバーに表示されます。

必要に応じて、ノイズがスケルチを開かず、目的のCBオーディ
オは受信されるようにスケルチレベルを調整します。
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CBオーディオは、オーディオの配線設定に応じてスピーカー
またはヘッドセットから受信されます。 「スピーカー/ヘッ
ドセットの選択(ページ 66)」を参照してください。ライダー
とパッセンジャーの両方のヘッドセットが受信CBオーディオ
を受信します。

CBチャンネルのチューニング

CBラジオは40チャンネルすべてにアクセスできます。 CBチャ
ンネルを1つずつ上げるには、CB画面で[Previous/Next (前/
次)]ハンドコントロールを押します。 チャンネルを変更でき
るのは、CB画面のときだけです。

地域のチャンネルの使用における制限または推奨の詳細につ
いては、地域の規制を参照してください。 よく使用されるCB
チャンネルの一部については、「表49を参照してください。」
を参照してください。

表49。 CBチャンネル:よく使われるチャンネル、予約済みの
チャンネル

説明チャンネル
非公式の旅行者用チャンネル(オーストラリ
ア)

チャンネル8

緊急用および旅行者支援専用に確保(ほとん
どの国)

チャンネル9

非公式の旅行者用チャンネル(ギリシャ)チャンネル13
非公式の旅行者用チャンネル(ロシア)チャンネル15

表49。 CBチャンネル:よく使われるチャンネル、予約済みの
チャンネル

説明チャンネル
南北高速道路のトラック運転手用チャンネル
(米国)

チャンネル17

東西高速道路のトラック運転手用チャンネル
(米国)
非公式の旅行者用チャンネル(ほとんどの国)

チャンネル19

CBプリセット

CB画面には6つのプリセットチャンネルが保存されます。 よ
く使用されるチャンネルは簡単にアクセスできるようにプリ
セットとして保存します。 推奨されるプリセットには、チャ
ンネル9(緊急用チャンネル)とチャンネル19(非公式の旅行者
用チャンネル)があります。

CBプリセットの設定: CBチャンネルにチューニングします。
ビープ音が鳴り、チャンネルが保存されるまでCBプリセット
を長押しします。

CBプリセットの回復: CBをオンにした状態で、該当するCBプ
リセットを押します。

注記
CBチャンネルをグローバルのプリセットまたはお気に入りと
して設定することはできません。
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スケルチ

スケルチレベルでは、CB受信のミュートを解除する最小の信
号強度を決定します。 CB信号が選択したしきい値を超える
と、ラジオは「スケルチを開きます」。 現在の音源(ラジオ
局やメディアファイルなど)がミュートされ、CBチャンネルが
ミュート解除されます。

スケルチの調整:「図124」を参照してください。CBをオンに
して、ノイズと空電による雑音が聴こえるまでスケルチスイッ
チ(SQ-)を押し下げます。 CBアクティブアイコンが表示され
ます。 スケルチスイッチ(SQ+)を1または2レベル押し上げま
す。 これにより、より強度の高い信号がスケルチを開けるよ
うになり、ノイズが除去されます。

断続的なノイズ: 断続的なノイズまたは望ましくない弱いCB
信号が依然としてスケルチを開く場合、スケルチをさらに上
げることを検討します。 ただし、スケルチの設定が高すぎる
と、目的のCBオーディオを受信できなくなることがあります。

最大スケルチ: 最大スケルチで、ラジオはあらゆる信号にお
いてスケルチを開かなくなります。 すべての受信CB信号は効
果的にミュートされます。

1171329

図124。 CBスケルチレベル

CBボリューム

CBオーディオの配線: CBオーディオはスピーカーまたはライ
ダー/パッセンジャーのヘッドセットに配線できます。 「ス
ピーカー/ヘッドセットの選択 (ページ 66)」を参照してくだ
さい。

CBボリュームの調整(CB画面が表示されているとき):ライダー
ボリュームコントロールで、スピーカーまたはライダーのヘッ
ドセットボリュームを調整します。 パッセンジャーのヘッド
セットボリュームを調節するにはパッセンジャーボリューム
コントロールを使用します。
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CBボリュームの調整 (CB画面が表示されていないとき): 「図
125」を参照してください。 CBオーディオの受信中は、ライ
ダーまたはパッセンジャーのボリュームコントロールを使用
します。 必要に応じて、最初にCBオーディオがスケルチを開
くまでスケルチを下げ、それからボリュームを調節します。
スケルチを元のレベルに上げます。

1

2

1171349

CBボリューム1.
CB active (CB無線はアクティブ状態)2.

図125。 CBボリューム

パッセンジャーのCB操作

パッセンジャーは、現在のCBチャンネルでの送信、パッセン
ジャーヘッドセットのCBボリュームの調節、およびパッセン
ジャーヘッドセットでの受信CBオーディオのリスニングを行

うこともできます。 パッセンジャーは、スピーカーボリュー
ムの調節、スケルチの調節、CBチャンネルの変更を行うこと
はできません。

CB送信の開始 (パッセンジャー): チャンネルが空いている場
合は、Tour-Pak側にあるパッセンジャーの[PTT(プッシュトゥ
トーク)]スイッチを長押しします。 ライダー用とパッセン
ジャー用の両方のマイクがアクティブになります。 終了した
らプッシュトゥトーク(PTT)スイッチを放します。

CBボリュームの調節(パッセンジャー):CB画面で(またはCBの
操作中)、Tour-Pak側の[UP/DN (アップ/ダウン)]スイッチを
使用してパッセンジャーヘッドセットのボリュームを調節し
ます。 ボリュームスイッチでは、スピーカーやライダーヘッ
ドセットのボリュームは変更されません。

CB範囲に影響する要因

悪天候、建物、山および谷は、CBラジオの最大範囲に影響す
る場合があります。 また、送受信機能の低下はトンネルや駐
車場ビルでも発生することがあります。 CBトランスミッター
は、米国連邦法で許可されているものの中で最も強力です。
しかし、接地平面を作り出すスチール部位が広くないため、
車またはトラック内に搭載されたCBほど強い送信能力はない
ことがあります。

オプションのCBモジュールの追加

バイク間(CB)通信は、特定の地域の一部の車両では標準装備
となっています。 CBが装備されていない車両の場合は、オプ
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ションのCBアクセサリーをwww.h-d.com/storeまたはハーレー
ダビッドソンジャパン正規販売網店で購入できます。

CBモジュールの取り付けは、特定の地域でしか許可されてい
ない場合があります。 装備と要件については、www.h-d.com/
storeまたはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で確
認してください。 説明書の手順に従うか、ハーレーダビッド
ソン ジャパン正規販売網店にアクセサリーの取り付けを依頼
してください。 設定と操作については、本マニュアルに記載
されている手順を利用してください。
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お気に入り

最大6つのお気に入りがシステムに保存されます。 お気に入
りでは、よく使用するチューナーバンド、周波数、メディア
デバイス、メディアファイル、SiriusXMチャンネル、ナビゲー
ションの目的地または電話の連絡先に素早くアクセスできま
す。

CBのチャンネル、Bluetooth接続したデバイスのファイルは、
お気に入りとしては保存できません。

お気に入りの設定

1 2

3

1169279

ホーム1.
オーディオ2.
お気に入り3.

図126。 ホームスクリーン

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Favorites (お気に入り)]。

2. 画面タイトルが[Select a Favorite Type (お気に入りのタ
イプを選択)]に変化するまで、目的のプリセットを長押
しします。

3. 選択: [Type (タイプ)]。

a. チューナー: 現在再生中の局(SXM、AM、FM、WB)。

b. 電話: [Recent (リーセント)]、[Contacts on Radio
(ラジオの登録先)]または[Contacts on Phone (電話
の連絡先)]。 リストから選択します。

c. 場所: [Location (場所)]: [Recent (リーセント)]ま
たは[Saved (保存済み)] リストから選択します。

d. メディア: USB。 リストから選択します。

お気に入りの選択

保存したお気に入りを電話またはメディアデバイスから選択
した際に、メディアソースが接続されていない場合、ラジオ
はファイルを認識しません。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Favorites (お気に入り)]。

2. 選択: [Favorite (お気に入り)]。

お
気

に
入

り
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待機中ポップアップ

ディスプレイ[Searching (検索中)]ポップアップの指定時間
よりもデータベース検索に時間がかかっているとき。 検索中
ポップアップには最小検索時間が決まっていて、それ以降検
索を続けても表示できる結果が見つからない場合は、キャン
セルアイコンが有効になって、データベース検索の待機状態
を解除できます。

次の文字へジャンプ

[NextLetterJump(次の文字へジャンプ)]は、通常のスクロー
ルよりも優先され、先頭の文字でアイテムを検索できます。

スクロールコントロールの中央ボタンを押すと、文字ジャン
プ機能を利用できます。 ボタンが灰色で強調表示されている
ときは、その機能が有効であることをライダーに通知してい
ます。 上下の矢印キーを使うと、アルファベット順にスク
ロールされます。 特定の文字で始まるアイテムがない場合
は、その文字は表示されません。 中央のボタンをもう一度押
すと、その機能が無効になって、通常のスクロールに戻りま
す。

操作例:

1. 「図127」を参照してください。選択:文字ジャンプ(2)。
灰色の強調表示は、機能が有効であることを表していま
す。

2. 選択: 下向き矢印を選択すると文字Bに進みます。

3. 選択: 文字B。

4. 選択した文字で始まる最初のアイテムは、曲選択(1)とし
てリストの一番上に表示されます。

注記
通常のスクロールが有効になっているときは、上下の矢印キー
を押したままにすると、リスト全体が高速スクロールされま
す。

5. 選択: 文字ジャンプ(2)。 灰色の強調表示が消えます。通
常のスクロールが有効です。文字Bで始まる曲のリストを
スクロールすることができます。

そ
の

他
の

機
能
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2

1164327

曲を選択1.
文字Bを選択した状態2.

図127。 次の文字へジャンプ

ポップアップ

ラジオのポップアップ画面は、ある機能が使用できないこと
説明する場合、燃料切れ警告メッセージを表示する場合、電
話の着信を示す場合などに表示されます。 これらの画面は、
通常のシステム操作を妨げる場合があります。 画面の中に
は、選択([Yes(はい)]/[No(いいえ)])や確認([OK])が必要な
ものがあります。 アイコンを押して、メッセージを承認する
か、機能を有効にします。

クイックキー

クイックジャンプ

左ハンドコントロールの[Home (ホーム)]スイッチ(1)を長押
しします これによりクイックジャンプ画面(2)が表示されま
す。

1

1180527

[Home (ホーム)]スイッチ1.

図128。 左ハンドコントロール
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2

1180523

クイックジャンプ画面2.

図129。 クイックジャンプ

ハイコントラスト

ハイコントラストデイカラーを有効にすると、日光で画面が
強く照らされてもよく見えます。

この機能は、色設定でも有効になり、右ハンドコントロール
の[Back (戻る)]スイッチ(1)を5秒間押しても有効になりま
す。 この機能は、ディスプレイがナイトカラー表示になって
いるときは有効にできません。

1
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バックスイッチ1.

図130。 右ハンドコントロール

投影モード

接続されていて有効である場合は、ホーム画面の[Phone (電
話)]アイコンがApple CarPlayアイコンに切り替わります。

Apple CarPlayの投影モードは、各国の規制または要件が満た
せるよう、キャリブレーションで有効または無効になってい
ます。

1. 操作: [Home (ホーム)] > [Phone (電話)]。

2. 選択: [On (オン)]または[Off (オフ)]。
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車両ステータス

「図131」を参照してください。 選択: [Vehicle Status (車両
ステータス)]ボタンを選択すると、さまざまな情報が表示さ
れます。 このボタンをもう一度押すと、画面が終了します。

1
1167968

[Information(VehicleStatus)(情報(車両ステータス))]
ボタン

1.

図131。 情報(車両ステータス)

INFORMATION (情報)

「図132」を参照してください。 この画面には、アクティブ
トリップ中の情報が表示されます。 非アクティブトリップ中
は、標高(6)、気温(5)、およびコンパスの方向が表示されま
す。 次のターン(4)までの距離はコンパスの方向に置き換わ
ります。

321

46 5

1154129

経由点までの到着/時間/距離1.
現在速度2.
目的地までの到着/時間/距離3.
次の進路変更までの距離4.
大気温度5.
高度6.

図132。 トリップ情報画面

エンジン情報

このスクリーンでは、現在のエンジン情報が表示されます。
オイルの点検、前回のサービス移行の移動距離、フューエル
タンクが空になるまでの距離とEITMS作動通知までの距離)。

情
報

(車
両

ス
テ

ー
タ

ス
)
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1 2
1154112

オイルを点検します。1.
最後の整備からの距離2.
空になるまでの距離3.
エンジンアイドル温度マネジメントシステム(EITMS)4.

図133。 エンジン情報画面

前回の整備をリセットします。

前回の整備からの走行距離のオドメーターのリセットについ
ては、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い
合わせ下さい。

タイヤ空気圧監視システム(TPMS)

CVO モデルのみ

警告

タイヤの空気圧とバランスが適切に維持されていること、損
傷がないこと、トレッドの深さが適切であることを確認して
ください。 タイヤを定期的に点検し、異常が認められる場合
はハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店に交換を依頼
します。 極端に摩耗した状態、バランスが取れていない状
態、空気圧が不足した状態、過積載の状態、またはパンクや
切れ目などの損傷がある状態だと、走行安定性やハンドリン
グに悪影響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き
起こすおそれがあります。 (00014b)

「図134」を参照してください。 一部の車両はタイヤ圧監視
システム(TPMS)を装備しています。
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フロントタイヤの空気圧1.
リアタイヤの空気圧2.
タイヤの空気圧不足(アンバー色のタイヤカラー)3.
センサー低バッテリー4.

図134。 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)

フロントおよびリアタイヤ: 各タイヤについて、白(正常な空
気圧)またはアンバー色(空気圧不足の状態)で表示されます。

タイヤの空気圧データ: タイヤの空気圧は、ラジオの単位設
定に応じてpsiまたはkPaで表示されます。 ダッシュ(--)は、
現在のタイヤの空気圧データがないことを示します。

センサーバッテリー切れアイコン: 表示されたタイヤのTPMS
センサーバッテリーが少ない状態です。 ハーレーダビッドソ
ン ジャパン正規販売網店に整備をご依頼ください。

タイヤの空気圧不足アイコン: システムが表示されたタイヤ
の空気圧不足を検出します。 車両を安全に停止させて、タイ
ヤプレッシャーゲージを使用して問題のある各タイヤの空気
圧を確認してください。 当該車両のオーナーズマニュアルに
記載されている仕様またはフレームダウンチューブのラベル
の記載に従って、タイヤに空気を注入します。

タイヤの空気圧過剰アイコン: TPMS画面では、各タイヤの空
気圧が数値ではなく、[HIGH(高)]と表示されます。車両を安
全に停止させて、タイヤプレッシャーゲージを使用して問題
のある各タイヤの空気圧を確認してください。 当該車両の
オーナーズマニュアルに記載されている仕様またはフレーム
ダウンチューブのラベルの記載に従って、タイヤの空気を抜
きます。

タイヤの空気圧不足の警告

「図135」を参照してください。 タイヤ空気圧低下状態が検
出されると、警告が表示されます。

ガソリンスタンドの検索:ナビシステムを装備した車両では、
ラジオが近くのガソリンスタンドを表示するように促します。
[Yes (はい)]を選択すると、近くのガソリンスタンドのリス
トが表示されます。

[Details (詳細)]: [TPMS]画面が表示されます。

タイヤ1つにつきアラートは1回しか表示されません。 車両を
オフにして再起動すると、警告機能はリセットされます。
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図135。 タイヤの空気圧不足の警告

旅程の概要

この画面は、現在の旅程 (平均速度、走行距離、使用燃料、
出発時刻、到着時刻、所要時間) をまとめたものです。

1

5

3
2

46

1154895

平均速度/MPG1.
走行距離2.
使用した燃料/給油所3.
目的地到着日4.
走行時間5.
目的地出発日6.

図136。 [Trip Summary (旅程の概要)]画面
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ワシントンDC、米国連邦通信委員会作成によ
る、すべての責任ある市民ラジオ(CB)局の運
営者が知るべきこと

サブパートD - 市民バンド(CB)無線サービスの全般
規定

セクション 95.401 (CB規則1)市民バンド無線サービスとは何
ですか?

市民バンド(CB)無線サービスは、私用、両方向の短距離音声
通信サービスで、一般の個人または事業者を対象とします。
CB無線サービスは音声呼び出しにも使えます。

セクション 95.401 (CB規則2)この規則をどのように扱えばよ
いでしょうか?

(a) この規則は、次の場所でCBサービスの放送局を運営する
場合に遵守する必要があります(CB規則21、セクション95.421
の罰則規定を参照)。

1. FCCが無線サービスを規制している地域の領域線内または
上空(CB規則5、セクション 95.405を参照);

2. アメリカ合衆国に登記された船舶または航空機内;

3. アメリカ合衆国の市民または企業が所有または操縦する、
未登記の船舶または航空機内。

(b) CB放送局は、パート95、サブパートEの技術規則を遵守す
る必要があります。

(c) 規則において「you」とは、CB放送局を運営する者を言い
ます。

(d) 規則で「者」とは、その規則は、個人、企業、組合、協
会、共同資本会社、企業合同、国、準州または地方公共団体、
その他の法人に関係するものです。

(e) 規則において「FCC」とは、連邦通信委員会(Federal
Communications Commission)のことです。

(f) 規則において「CB放送局」とは、CB無線サービスを送信
する無線放送局のことです。

セクション 95.403 (CB規則3) CB放送局を運営する資格がある
のはどのような人ですか?

以下に示す以外の者は、CB放送局放送局を運営できます。

(a) 外国政府、外国政府の代表者、連邦政府機関;

(b) FCCが禁止命令を発し、その命令がなお有効である者。

セクション 95.404 (CB規則4)ライセンスが必要ですか?

CB放送局を運営するために個別のライセンスは必要ありませ
ん。 この規則に基づき、このサブパートの規則に従ってCB放
送局を運営できます。

セクション 95.405 (CB規則5) CB放送局をどこで運営できます
か?

次の場所でCB放送局を運営できます。

FC
C市

民
ラ

ジ
オ

情
報
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(a)FCCが無線サービスを規制している地域内または上空。具
体的には次の領域線内です。

1. アメリカ合衆国の50州。

2. コロンビア特別区。

西インド諸島:

3. プエルトリコ自治連邦区。

4. ナバッサ島。

5. アメリカ領バージン諸島(50の小島および珊瑚礁)。

太平洋島嶼地区:

6. アメリカ領サモア(7島)。

7. ベーカー島。

8. 北マリアナ諸島自治連邦区。

9. グァム島。

10. ハウランド島。

11. ジャービス島。

12. ジョンストン島(イースタン島、ジョンストン島、ノース
島、サンド島)。

13. キングマン岩礁。

14. ミッドウェー島(イースタン島、サンド島)。

15. パルミラ環礁(50以上の小島)。

16. ウェーク島(ピール島、ウェーク島、ウィルクス島)。

(b) 世界のその他の地域。ただし、FCC以外のアメリカ合衆国
の機関が無線サービスを規制する地域の領域線内は除く。(当
該機関の規則を適用。) また、外国政府が無線サービスを規
制する地域。 (当該機関の規則を適用。)

(c) FCCが無線サービスを規制する地域内もしくはその上空、
または公海上もしくはその上空にある、航空機または船舶(機
長または船長の許可が必要)。 アメリカ合衆国が批准した条
約に従って、CB放送局を運営しなければなりません。

(d) プエルトリコ島、デセチュオ島、モナ島、ビエケス島、
クレブラ島でCB放送局を運営しようとする者は、アレシボ観
測所に干渉するおそれがある場合、書面で、または電信によ
り、装置の設置場所を、アレシボ観測所干渉担当オフィス
(Interference Office, Arecibo Observatory) (Post Office Box
995, Arecibo, Puerto Rico 00613)に通知しなければなりませ
ん。 コーネル大学が配布する予定の、干渉に関するガイドラ
インを参照するとよいでしょう。 電信により通知する場合
は、電子メールを用い、 prcz@naic.edu宛てに送信してくだ
さい。

1. アレシボ観測所干渉担当オフィス宛ての通知は、装置の
運用開始より45日以上前に提出しなければなりません。
通知には装置の位置(緯度、経度)を記載してください。
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2. 委員会は、通知を受理した後、アレシボ観測所に対して、
20日以内に意見または異議を提出するよう求めます。 運
営者は、アレシボ観測所との間で起こりうる干渉の問題
を解消または軽減するために、適切な努力をしなければ
なりません。 委員会は、観測所が干渉を受けないよう、
運営者が適切な努力をしたと判断した場合、当該装置の
運用を許可します。

セクション 95.406 (CB規則6) CB放送局の場所に関して特別な
制約がありますか?

(a) 国防省が管理する施設内にCB放送局を設置する場合、当
該施設の司令官が課する規則も遵守するよう求められること
があります。

(b)CB放送局を環境保護指定区域に建造するなど、運営に伴っ
て環境問題が起こりうる場合(この章のセクション 1.1307を
参照)、この章のセクション 1.1311に基づいて環境評価を実
施し、この章のセクション 1.1312に基づいて環境審査を実施
した上で、建造を開始する必要があります。

CB放送局の運営方法

セクション95.407(CB規則7)どのチャネルで運用できますか?

(a) CB放送局から送信できるチャネル(周波数)は次の通りで
す。

チャネル........................................周波数
(メガヘルツ - MHz)

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 9 6 5
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 9 7 5
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 . 9 8 5
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 0 5
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 1 5
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 2 5
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 3 5
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 5 5
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 2 7 . 0 6 5
1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 7 5
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 0 8 5
1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 0 5
1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 1 5
1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 2 5
1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 3 5
1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 5 5
1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 6 5
1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 7 5
1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 1 8 5
2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 0 5
2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 1 5
2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 2 5
2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 5 5
2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 3 5
2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 4 5
2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 6 5
2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 7 5
2 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 8 5
2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 2 9 5
3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 0 5
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3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 1 5
3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 2 5
3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 3 5
3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 4 5
3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 5 5
3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 6 5
3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 7 5
3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 8 5
3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 3 9 5
4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . 4 0 5
........................*このセクションの段落(b)を参照
してください。

(b) チャネル9は緊急通信または旅行者向け緊急支援にのみ使
用できます。

(c) どのチャネルにおいても、急迫した生命の安全または財
産の保護に関する緊急通信メッセージには、常に高い優先度
を与えなければなりません。

(d) 緊急通信または旅行者向け緊急支援のためにはどのチャ
ネルも使用できます。

(e) 各チャネルを他の利用者と共同で使用する必要がありま
す。

(f) FCCが、特定のCB放送局またはそのグループに対して、私
的または排他的に使用するチャネルを割り当てることはあり
ません。

(g) FCCが、SSB (単側波帯)またはAMを送信するCB放送局に対
して、私的または排他的に使用するチャネルを割り当てるこ
とはありません。

セクション 95.408 (CB規則8)アンテナはどの位の高さにすれ
ばよいですか?

(a) アンテナとは、(送信、受信、または送受信に用いる電磁
波の)放射システム、およびそれを支持する構造物(塔、竿、
帆柱)のことです。 また、放射システムや構造物に付属する
ものすべてを、一括してこう呼ぶこともあります。

(b) 手持ち式の携帯型装置に付属するアンテナについては、
以下の制約を適用しません。

(c) 特定の場所に固定したアンテナについては、(受信、送
信、送受信のいずれかによらず)以下のいずれかを満たす必要
があります。

1. 最高点が、これを設置した建物や立木の最高点を基準と
して、6.10メートル(20フィート)以下であること。

2. 最高点が地上18.3メートル(60フィート)以下であること。

(d) CB放送局が空港の近くにあり、アンテナ構造物の高さが
6.1メートル(20フィート)以上である場合、次の制約も満たす
必要があります。 アンテナの最高点が、空港滑走路の直近地
点からの距離100メートルごとに1メートルを加えた高さを超
えないこと。 アンテナと滑走路の標高差も加味した上で、こ
の条件を満たす必要があります。 CB放送局が空港の近くにあ
る場合、許容されるアンテナの高さを求めるワークシートを、
FCC地方事務所から入手するとよいでしょう。 詳しくはFCC規
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則のパート17を参照してください。 警告: 送電線の近くのCB
放送局のアンテナ設置や撤去には危険を伴います。 安全のた
め、アンテナ付属の取り付け指示書に従ってください。

セクション 95.409 (CB規則9) CB放送局ではどのような機器を
使えばよいですか?

(a) CB放送局ではFCC認定のCB送信機を使ってください。 FCC
認定済みの送信機であるか否かは、製造元による認定ラベル
で確認できます。 認定済みの機器一覧が、FCC地方事務所ま
たはFCC本部で入手できます。 FCC認定でない送信機を使う
と、放送局運営の許可が無効になります。

(b)認定済みCB送信機の内部を改造してはなりません(CB規則
25、セクション 95.425を参照)。 認定済みCB送信機の内部を
改造すると認定が無効になり、また、その送信機を実際に使
うと、放送局運営の許可が無効になります。

セクション95.410(CB規則10)出力電力はどうすればよいです
か?

(a) CB放送局の送信機の出力電力は、いかなる場合でも次の
値を超えてはなりません。AM(A3)-4ワット(搬送波電力)SSB-
12ワット(包絡線尖頭電力)

(b) 電力の規則について詳しくは、パート95のサブパートE、
技術規則を参照してください。

(c) 搬送波電力または包絡線尖頭電力が認定を上回る送信機
を使うと、放送局運営の許可が無効になります。

セクション95.411(CB規則11)電力増幅器を使ってもよいです
か?

(a) いかなる方法によっても、認定済みCB送信機に次の装置
(電力増幅器)を装着してはなりません。

1. 外付けの無線周波数(RF)電力増幅器(線形増幅器と呼ばれ
ることもある装置);

2. その他、無線送信機を単一の信号源として使ったとき、
信号を増幅できる装置。

(b) この規則に例外はなく、電力増幅器を使用すれば放送局
運営の許可が無効になります。

(c) 次の場合、FCCは、線形増幅器その他、外付けのRF電力増
幅器を使っていると看做します。

1. 該当する装置を所有しているか、または該当する装置が
施設内に存在し、かつ;

2. CB規則10、セクション 95.410で許容されている以上の電
力でCB放送局を運営した、その他の証拠がある場合。

(d)外付けのRF電力増幅器の使用が許可される、他の無線サー
ビスのライセンスを保持している場合は、このセクションの
段落 (c)を適用しません。

セクション95.412(CB規則12)どのような通信文を送信できま
すか?

(a) CB放送局を使って、両方向の平文による通信文を送信で
きます。 両方向の平文による通信文とは、暗号や暗号化メッ
セージを含まない通信文のことです。 「テンコード」のよう
な通信用信号は、暗号や暗号化メッセージと看做しません。
両方向の平文による、次の内容の通信文は、他のCB放送局、
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自分自身のCB放送局の装置、CB周波数を使う認定政府放送局
に対してのみ送信できます。

1. 自分自身または同居する近親者の、個人的または業務上
の活動;

2. 緊急通信(CB規則18、セクション 95.418を参照);

3. 旅行者向け緊急支援(CB規則18、セクション 95.418を参
照);

4. 放送局が設置された地域に権限がある、民間防衛機関が
実施する正式な試験もしくは訓練、または民間防衛機関
が告知した実際の緊急事態に関連する民間防衛活動。

(b) CB放送局を使ってトーン信号を送信できるのは、その信
号を使って連絡を取り、または通信を継続する場合に限りま
す (この信号を使う回路の例として、トーンスケルチ、選択
呼び出し回路など)。 信号が可聴音である場合は、1回につき
15秒以内でなければなりません。 信号が可聴音以下であれ
ば、話している間に限り、連続的に送信できます。

(c) CB放送局を使って片方向通信(2基以上のCB放送局を結ぶ
通信を確立する意図のないメッセージ)を送信できるのは、緊
急通信、旅行者向け緊急支援、短時間のテスト(通信状況の確
認)、音声呼び出しの場合に限ります。

セクション95.413(CB規則13)禁止されている通信にはどのよ
うなものがありますか?

(a) 次の目的でCB放送局を使ってはなりません。

1. 連邦、州、地方の法律に反する活動に関係する目的;

2. 猥褻、俗悪、冒瀆的な単語や言葉、意味を送信する目的;

3. 意図的に他のCB放送局の通信を妨害する目的;

4. 片方向通信(緊急通信、旅行者向け緊急支援、短時間のテ
スト(通信状況の確認)、音声呼び出しを除く);

5. 商品やサービスの広告や勧誘;

6. 音楽、口笛、効果音その他、気晴らしや娯楽のための素
材を送信する目的;

7. もっぱら注意をひくために効果音を送信する目的;

8. 「MAYDAY」その他、国際遭難信号として使われる語を送
信する目的(放送局が船舶、航空機、その他の車両内にあ
り、命に関わる急迫した危険があって直ちに救助を求め
る場合を除く);

9. 250キロメートル(155.3マイル)以上離れたCB放送局と通
信し、またはそれを試みる目的;

10. 首長その他の候補者または政治的主張を宣伝する目的(た
だし、他の規則に反しない限り、会社や組織の宣伝目的
でCB無線を使うことは可);

11. 他の国の放送局と通信する目的(カナダの一般無線サービ
スを除く);

12. 不正または詐欺の通信をする目的。

(b) ラジオやテレビの放送をライブで、または遅延させて、
中継放送するためにCB放送局を使ってはなりません。 ニュー
ス記事を収集し、または番組を準備する目的でCB放送局を使
うことは可能です。
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セクション95.414(CB規則14)CB放送局の使用に対して金銭の
支払いを受けても構いませんか?

(a)CB放送局を通した送信に関して、直接か間接かを問わず、
対価を得てはなりません。

(b) サービスの提供を支援する目的でCB放送局を使い、その
サービスの対価を得ることは構いません。ただし、当該サー
ビスのみの対価であって、CB放送局の使用に対するものでは
ないとします。

セクション95.415(CB規則15)通信に関する責任は誰が負うの
ですか?

CB放送局でおこなった通信に関しては、すべて、通信した者
が責任を負います。

セクション95.416(CB規則16)通信の長さに制限はありますか?

(a)CB通信は必要最小限の時間に制限しなければなりません。

(b) 他のCB放送局や放送局と通信する場合、自分自身、通信
相手の放送局とも、やり取りがそれぞれ、5分以上連続しない
よう制限してください。

(c) 自分自身、通信相手の放送局とも、やり取りの終了後、
少なくとも1分間は再び送信することができません。

セクション95.417(CB規則17)自分がしたCB通信を識別できま
すか?

(a) 自分のCB通信を識別する必要はありません。

(b) [次のいずれかの方法で、自分のCB通信を識別するよう奨
励します。

1. 事前に割り当てたCBコールサイン;

2. 「K」という接頭辞に続いて、操作者の頭文字と所在地の
郵便番号;

3. 名前;

4. 組 織 の 説 明 ( 名 前 、 該 当 す る 操 作 者 の ユ ニ ッ ト 番 号 な
ど)。]

(c) [このセクションの段落 (b)にリストされた識別方法と共
にだけ「ハンドル」を使用することが推奨されます。

セクション95.418(CB規則18)旅行者を緊急支援する場合、ど
のようにCB放送局を使えばよいですか? >

(a) どのチャネルでも常に、緊急通信に高い優先度を与えま
す。

(b) 緊急通信に直接参加する場合、送信の長さに関する規則
(CB規則16、セクション95.416)に従う必要はありません。そ
の他の規則には従ってください。

(c) 旅行者が目的地に到達し、または必要なサービスを受け
られるよう支援するための通信に、CB放送局を使用できます。
旅行者を支援する目的でCB放送局を使う場合、送信の長さに
関する規則(CB規則16、セクション 95.416)に従う必要はあり
ません。 その他の規則には従ってください。

(d) CB放送局を使って、高速道路の状況に関する片方向の通
信を送信し、旅行者を支援することができます。
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セクション95.419(CB規則19)CB放送局の送信機を遠隔操作し
ても構いませんか?

(a) CB放送局の送信機を無線で遠隔操作してはなりません。

(b) FCCから書面による特別の承認を得ていれば、CB放送局の
送信機を有線で遠隔操作できます。 FCCの承認を得るために
は、なぜ有線で遠隔操作する必要があるかを示す必要があり
ます。FCCの承認を得た場合、放送局の登録簿の一部として、
承認文書を保存しておかなければなりません。 CB規則27、セ
クション 95.427を参照。

(c) 遠隔制御とは、CB送信機の設置場所以外から、CB送信機
を操作することです。 CB送信機と同じ施設、船舶、車両内の
ある場所から、機械的に直接操作し、または有線で電気的に
直接操作することは遠隔操作と看做しません。

セクション95.420(CB規則20)CB放送局の送信機を電話に接続
しても構いませんか?

(a) 次の条件をすべて満たす場合、CB放送局の送信機を電話
に接続しても構いません。

1. CB放送局が有人であって、かつ -

(i) (遠隔操作ではなく)手作業により接続すること;

(ii) 接続中は、送信機の操作を監督すること;

(iii) 接続中は、それぞれの通信を聴取すること;

(iv) 規則に反する操作があった場合は、通信をすべて停止す
ること。

2. 電話に接続した状態でおこなう各通信は、この規則をす
べて遵守する必要があります。

3. CB送信機から電話への接続に関して、電話会社が課した
制約に従う必要があります。

(b) 電話に接続したCB送信機を、他のCB放送局と共同で使用
してはなりません。

(c) CB送信機を電話に接続する場合、FCCに登録した電話パッ
チ機器を使う必要があります。

その他知っておくべき事項

セクション95.421(CB規則21)この規則に違反したときの罰則
はどのようになっていますか?

(a) 故意に、または繰り返して、通信法またはFCC規則に違反
しているとFCCが判断した場合、それぞれの違反について1万
ドル以下(合計7万5000ドル以下)を支払わなければならないこ
とがあります (通信法第503条(b)を参照)。

(b) 通信法またはFCC規則の条項に反しているとFCCが判断し
た場合、当該違反の原因となる活動を停止するよう命じるこ
とがあります (通信法第312条(b)を参照)。

(c) 故意にFCC規則に違反していると連邦裁判所が判断した場
合、違反した期間に応じ、1日当たり500ドル以下の制裁金が
科されることがあります (通信法第502条を参照)。

(d) 故意に通信法の条項に違反していると連邦裁判所が判断
した場合、1万ドル以下の罰金、1年以下の禁錮、またはこの
両方が科されることがあります (通信法第501条を参照)。
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セクション 95.422 (CB規則22) FCCから通知があった場合、ど
のように回答すればよいですか?

(a) 通信法またはこの規則に違反しているおそれがあるとFCC
が判断した場合、FCCは違反の警告を送ることがあります。

(b) 警告に記載されている期間内に、次の事項を回答しなけ
ればなりません。

1. 違反のおそれがある事項に関する、書面による完結した
言明;

2. 違反のおそれがある事項を正し、再発防止のために実施
した活動に関する、書面による完結した言明;

3. 違反のおそれがある事項が発生した時点で、実際に操作
していた者の氏名。

(c) CB無線放送局またはその運営に関して、疑問点を訊ねる
文書がFCCから届いた場合、当該文書に記載されている期間内
に、それぞれの疑問点に対して、書面による完結した言明を
もって回答しなければなりません。

(d) 他の通信や通知を参照することにより回答を短縮するこ
とはできません。

(e) 回答は通知の送信元であるFCC事務所に返信してくださ
い。

(f) 回答の写しを放送局の登録簿に保存しておいてください
(CB規則27、セクション 95.427を参照)。

セクション95.423(CB規則23)CB放送局が干渉を起こしている
旨、FCCから通知された場合、どうするべきでしょうか?

(a) 技術的な理由で干渉が起こっている旨、FCCからの正式な
通知があった場合は、その通知に述べられているすべての指
示に従ってください (機器に技術的な調整を施す必要がある
かもしれません)。

(b) CB放送局の運営時間を制約する旨、正式な通知に記載さ
れている場合は、それに従う必要があります。

セクション95.424(CB規則24)CB放送局の送信機の点検はどの
ように実施すればよいですか?

(a) CB送信機に合わせてアンテナを調整し、通信状況を確認
(送信機の動作を確認するために、短時間、片方向の送信)し
てください。

(b)運営者は常に、放送局を適切に運営する責任を負います。
また、適切な運営のために必要な頻度で、監視、点検、保守
を実施するよう期待されています。 技術規則(サブパートEを
参照)に従い、CB送信機に対して、内部の修理や調整をすべて
施さなければなりません。 内部の修理や調整は、送信機の保
守および修理に関する技術認定を受けた者が自ら実施するか、
またはその直接の監督と責任のもとで実施しなければなりま
せん。この技術認定は、個人向けの陸上移動体通信サービス
および固定通信サービスを対象とし、当該サービスの利用者
を代表する組織または委員会がおこなうものとします。

(c)このセクションの段落(d)に示す場合を除き、CB送信機内
部の修理や調整に当たって信号の送信を伴う場合は、電波が
非放射の(「ダミー」の)アンテナを使う必要があります。
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(d) 次の目的の場合、短時間(5分の間に1分以内)のテスト信
号を、実際に電波が放射されるアンテナを使って送信できま
す。

1. 送信機に合わせてアンテナを調整するため;

2. 意図的に送信する信号以外のエネルギー放射を検出また
は測定するため;

3. CB送信機に合わせて受信機を調整するため。

セクション95.425(CB規則25)CB放送局の送信機に改造を施し
ても構いませんか?

(a) CB送信機の内部に改造を施し、または他の者に改造を施
させてはなりません。

(b) 次の事項は内部の改造と看做しません。

1. CB放送局の送信機の修理または点検(CB規則24、セクショ
ン 95.424を参照);

2. CB送信機の一部として認定されたプラグインモジュール
の交換。

3. 許可されていない周波数帯を使う、出力電力が不正であ
るなど、改造を施したCB送信機を運用してはなりません。
(CB規則9および11、セクション 95.409および95.411を参
照)。

セクション95.426(CB規則26)CB放送局の検査を受け入れる必
要がありますか?

(a) FCCの認定を受けた代理人が、CB放送局の検査をするよう
求めた場合、CB放送局および登録簿を検査に供する必要があ
ります。

(b) ここで言うCB放送局は、使っている無線機器をすべて含
みます。

セクション 95.427 (CB規則27)放送局の登録簿とは何ですか?

放送局の登録簿とは、次の文書のことです。

(a) FCC違反の通知その他の文書に対する回答の写し (CB規則
22、セクション 95.422を参照)。

(b) FCCから受け取った、文書による許可書 (CB規則19、セク
ション 95.419を参照)。

セクション 95.428 (CB規則28) FCCへの問い合わせはどのよう
にすればよいですか?

(a) FCCナショナルコールセンター(1-888-225-5322)。

(b) FCCのウェブページ: http://www.fcc.gov/。

(c)郵送:CB,1270FairfieldRoad,Gettysburg,PA17325-7245。

発信源: 48 FR 24894、1983年6月3日 (別に注記した場合を除
く)。
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2019年ラジオ限定保証

ハーレーダビッドソン社は、次のうち早い方から24か月間、
ハーレーダビッドソンラジオが、工場製造時における材料お
よび製造作業に起因する不具合を生じないことを保証します。
(a)当該ラジオを搭載したモーターサイクルの当初の購入日、
または(b)当該ラジオ装備のモーターサイクルのモデルイヤー
最終日から3年目の日。保証期間内にモーターサイクルを転売
する場合、保証の有効範囲は次のオーナーに譲渡されます。
当該モーターサイクルがデモ用車両または社有車として使用
されていた場合、本限定保証の有効期間の始期および/または
終期は、当初の購入日よりも前になることがあります。詳し
くはハーレーダビッドソン ジャパン規販売網店にお問い合わ
せください。

本限定保証では、酷使、誤用、または不適切な取り付けによ
る不具合、あるいはハーレーダビッドソン社にコレクション
車両として登録済みの車両に搭載されたラジオについては保
証対象外とします。タッチスクリーン付きラジオには、交換
可能な保護フィルムが装着されています。このスクリーンプ
ロテクターを使用していなかった事が原因でラジオに傷が入っ
た場合は保証の対象外となります。スクリーンプロテクター
自体は交換可能な消耗品であり、ハーレーダビッドソン ジャ
パン正規販売網店で購入できます。スクリーンプロテクター
の摩耗損害または後続損害は、保証の対象外となります。ま
た、互換性のない電話またはその他のメディア記憶デバイス
(MP3、ジャンプドライブなど)が原因で生じた同期に関する問
題またはラジオの機能異常は、保証の対象外となります。詳
細については、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店

にお問い合わせください。アフターマーケットパーツを使用
すると、保証の全部または一部が無効になる場合があります。

本限定保証は、一定の条件下での修理には適用されません。
例:

• 個人的なメディア、ソフトウェア、データが失われた場
合。

• 適切な取り付け環境が用意されない場合。

• 乱用、不正改造、コンピューターウイルス、不正ソフト
ウェア、不正周辺装置、不正アタッチメントのいずれかを
原因とする損傷を受けた場合。不正なデバイス、認められ
ていないデバイス、互換性のないデバイス、不正なアップ
グレード、認められていないアップグレード、互換性のな
いアップグレードのいずれかを原因とする損傷を受けた場
合。携帯電話の不具合またはデジタルメディアデバイスの
不具合を原因とする損傷を受けた場合(外部アンテナの受
信感度不足、ウイルス、その他のソフトウェアの問題も含
む)。

保証サービスを受けるには、お使いのモーターサイクルにサ
ウンドシステムが装備されている状態で、保証期間内にハー
レーダビッドソン ジャパン正規販売網のお店に入庫していた
だきます。なお、車両搬送費用はお客様のご負担となります。
ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店にて、その時点
での整備部門の業務負荷や必要パーツの入手状態に応じ、通
常営業時間内でサービス保証に対応いたします。

本保証に関わる保証違反に対する救済は、不具合の存在が証
明されたあらゆる部分の修理または交換(リファービッシュ品
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の交換用ラジオを含みます)に明確に限定されますが、部品代
と工賃は保証対象外です。また、保証範囲は、不具合が証明
されたいかなる部分についても、時間、不便、商業的損失、
またはその車両の使用機会損失など、不具合に関連して生じ
た間接損害、費用、または経費についての責任までは拡張さ
れません。

ラジオに関して本保証のほかに明示的保証はありません。商
品性の保証または特定目的への適合性の保証を含め、このラ
ジオに関する黙示的保証の適用は、本保証の有効期限内に明
確に限られます。

法律上の許容範囲内において、ハーレーダビッドソン社とそ
の正規販売網の販売店は、時間的損失、不都合、モーターサ
イクル/サイドカーの使用機会損失、商業的損失、およびその
他の付随的損害と間接損害に対して、責めを負うことはない
ものとします。

付随的あるいは結果的損害の除外または制限を認めない州も
あり、上記の制限または除外が該当しない場合もあります。

その他の権利

本保証によって、オーナーには具体的な法的権利が付与され
ますが、その他の権利については居住地によって異なります。
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2019年オーストラリア/ニュージーランドラジ
オ限定保証

消費者の権利

このH-Dラジオ保証にもとづき付与される利益は、オーストラ
リアおよびニュージーランドの法律(消費者保護法を含む)に
より、ラジオまたはその取り付けに関して保有する他の権利
や救済措置に追加するものであって、これを損なうものでは
ありません。

オーストラリアの場合、当社の商品に付随する保証は、オー
ストラリア消費者法の規定により、適用を除外できません。
重大な欠陥に対しては交換または返金、その他の予見可能な
損害や破損に対しては補償を求めることができます。 また、
商品の品質に問題があるが、重大な欠陥とまでは言えない場
合、修理または交換を求めることができます。

ニュージーランドの場合、当社の商品に付随する保証は、
ニュージーランド消費者保証法の規定により、適用を除外で
きません。

保証

この保証を提供する者: Harley-Davidson Motor Company, P.O.
Box 653, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A、電話: +1 (414
343-4056) ("Harley-Davidson")。

ハーレーダビッドソンは次の事項を保証します。ハーレーダ
ビッドソン ジャパン正規販売網店は、以下に定める保証期間
中、ハーレーダビッドソン ラジオに、通常の使用時あるいは

点検の際、工場製造時の材料または製造作業に起因する不具
合が見つかった場合、修理または交換します。

この修理または交換は、本H-Dラジオ保証にもとづきハーレー
ダビッドソンが義務を負い、消費者が救済措置を受けること
になります。消費者は上述のように、オーストラリアまたは
ニュージーランドの法律にもとづき、ほかにも権利を有する
場合があります。

注 修理すべき商品について、実際には修理の代わりに、同型
の新品に交換する場合があります。 修理の代わりに、同型の
新品に交換する場合があります。

保証期間

保証の期間は24か月であり、以下のいずれか早い時点を起点
とします。

(a) ラジオを装備したモーターサイクルを、ハーレーダビッ
ドソン ジャパン正規販売網店が、最初の購入者に納車した
日。

(b)当該ラジオ装備のモーターサイクルのモデルイヤー最終日
から3年目の日(その日までに購入者に販売しなかった場合)。

H-Dラジオ保証期間内にモーターサイクルを転売する場合、明
示保証の有効範囲は次のオーナーに譲渡されます。 所有者変
更の通知については、本オーナーズマニュアルの「オーナー
連絡先情報」節を参照してください。

注意: 当該モーターサイクルがデモ用車両または社有車とし
て使用されていた場合、本保証の有効期間の始期および/また
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は終期は、当初の購入日よりも前になることがあります。 詳
細については、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網店
にお問い合わせください。

免責

本H-Dラジオ保証では、酷使、誤用、または不適切な取り付け
による不具合、あるいはハーレーダビッドソン社にコレクショ
ン車両として登録済みの車両に搭載されたラジオについては
保証対象外とします。 タッチスクリーン付きラジオには、交
換可能な保護フィルムが装着されています。 このスクリーン
プロテクターを使用していなかった事が原因でラジオに傷が
入った場合は保証の対象外となります。 スクリーンプロテク
ター自体は交換可能な消耗品であり、ハーレーダビッドソン
ジャパン正規販売網店で購入できます。 スクリーンプロテク
ターの摩耗損害または後続損害は、保証の対象外となります。
また、互換性のない電話またはその他のメディア記憶デバイ
ス(MP3、ジャンプドライブなど)が原因で生じた同期に関する
問題またはラジオの機能異常は、保証の対象外となります。
詳細については、ハーレーダビッドソン ジャパン正規販売網
店にお問い合わせください。

保証サービスの獲得

保証サービスを受けるには、お使いのモーターサイクルにサ
ウンドシステムが装備されている状態で、保証期間内にハー
レーダビッドソン ジャパン正規販売網のお店に入庫していた
だきます。なお、車両搬送費用はお客様のご負担となります。

ハーレーダビッドソンの正規販売網には多数の加盟店があり、
今も拡大し続けています。 最寄りの正規販売網店について
は、ウェブサイト(www.h-d.com.au)でご確認ください。
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H-D U.S.A., LLCの商標情報

Bar&Shield、Boom!、Breakout、CruiseDrive、CVO、Digital
Tech、Digital Technician、Digital Technician II、Electra
Glide、Evolution、Fat Bob、Fat Boy、Forty-Eight、FXDR
1 1 4 、 G l a z e 、 G l o s s 、 H - D 、 H - D n e t . c o m 、 H a r l e y 、
Harley-Davidson、HD、Heritage Softail、Iron 1200、Iron
883、Low Rider、Milwaukee-Eight、Night Rod、Profile、
Reflex、Revolution X、Road Glide、Road King、Road Tech、
Roadster、Screamin' Eagle、Seventy-Two、Slim、Softail、
Sport Glide、Sportster、Street Bob、Street Glide、Street
Rod、Sun Ray、Sunwash、SuperLow、Supersmart、SYN3、
TechLink、TechLinkII、Tour-Pak、TriGlide、Twin-Cooled、
Ultra Classic、ハーレーダビッドソン純正補修部品、および
Genuine Motor AccessoriesはH-D U.S.A., LLC社の登録商標で
す。

製品登録マーク

Apple、AlcantaraS.p.A.、Allen、AmpMultilock、Bluetooth、
Brembo、CarPlay、City Navigator、Delphi、Deutsch、
Dunlop、Dynojet、Fluke、G.E. Versilube、Garmin、Gunk、
Hydroseal、Hylomar、iPhone、iPod、Kevlar、Lexan、
Loctite、Lubriplate、Keps、K&N、Magnaflux、Marson
Thread-SetterToolKit、MAXIfuse、Molex、Michelin、MPZ、
M u l i t i l o c k 、 n a n o 、 N G K 、 N o v u s 、 P a c k a r d 、 P i r e l l i 、
Permatex、Philips、PJ1、Pozidriv、Road Tech、Robinair、
S 1 0 0 、 S e m s 、 S i r i 、 S i r i u s X M 、 S n a p - o n 、 T e f l o n 、
T h r e a d l o c k e r 、 T o r c a 、 T o r c o 、 T O R X 、 T u f o i l 、 T y c o 、
Ultratorch、Velcro、X-Acto、およびXMSatelliteRadioは、

各々の商標、トレードマークの権利を有する企業により登録
されているものです。
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A2DP/AVRCPプロファイル(AV/音楽)....................121
AM..................................................77

B

Bluetooth......................................49, 121

C

CB.................................................211

F

FCC CB規則.........................................211
FM..................................................77

G

GPXファイル...................................162, 163

H

HFP+PBAP+AVプロファイル............................121

M

Menu (メニュー).....................................60

U

USBドライブ.........................................45

ア

アクセサリーモード..................................49
アンテナ............................................48
アンプ..............................................48

イ

イグニッションのオン/オフ...........................49
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ウ

ウェザーバンド......................................77

オ

オーディオ機能......................................41

コ

コントロール........................................41

サ

サテライトラジオ....................................95

ス

スピーカー.....................................47, 119

ソ

ソフトウェア........................................73

テ

テキストメッセージ.................................131

ナ

ナビゲーション......................4, 139, 161, 162, 163
165

ハ

ハンズフリー通話プロファイル(HFP)..................121
パッセンジャーコントロール..........................41

ヘ

ヘッドセット........................................42
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マ

マイク..............................................42
マニュアル...........................................1

メ

メッセージアクセスプロファイル(MAP)................121
メディアコンパートメント: USBポート.................45
メディアコンパートメント(USBポート).................45

ラ

ライドプランナー...................................163
ラジオ.........................................77, 119

リ

リアコントロールの有効化............................41
リア(パッセンジャー)コントロール....................41

乗

乗車前のチェックリスト...............................5

交

交換可能型スクリーンプロテクター...................119

仕

仕様................................................24

全

全高調波歪み(THD)...................................48

安

安全性..........................................3, 4, 5
5

手

手入れと清浄.......................................119
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更

更新................................................73

清

清掃...............................................119

経

経路...............................................161

緊

緊急時のCBの操作.....................................5
緊急電話番号.........................................5

規

規制遵守...........................................211

設

設定................................................60

車

車体バッテリーの取り外し............................50

電

電話......................................121, 122, 128
128, 131, 134, 135

電話の充電.........................................121
電話帳アクセスプロファイル(PBAP)...................121

顧

顧客サービス.........................................1
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